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頸髄損傷後の呼吸負荷トレーニングによる横隔
神経運動ニューロンの形態学的特徴の違い

胸腰部への伸張性収縮負荷による筋圧痛閾値ヒ
ートマップの作製

【目的】頸髄損傷後に横隔神経運動ニューロンの数の減少や萎
縮が生じることが報告されているが，呼吸負荷トレーニングを
行うことでそれらの変化を抑制することができるのかは明らか
ではない。本研究では頸髄損傷後に呼吸負荷トレーニングを行
うことで生じる横隔神経運動ニューロンの形態学的違いを調べ
ることを目的とした。
【方法】実験は10-12週齢の雄のWistar系ラット3匹を対象と
した。2匹を介入群・1匹を対照群に設定した。動物は麻酔下で
無菌的に第2頸髄と第3頸髄の間で頸髄を半切除した。動物を回
復させ，術後3日から介入群は4-5回/週，20分間/日の頻度で
呼吸負荷トレーニングを実施した。トレーニングはチャンバー
内に高CO2の混合ガスを投与し，過換気状態にした。両群とも
頸髄損傷から3週間後に左横隔神経を露出し，その断端から
30%Horseradish peroxidase (HRP)を取り込ませ，2日間の生
存期間の後に灌流固定した。固定後に脊髄を取り出し，厚さ50
μ mの連続切片を作成し，Tetramethyl benzidineにてHRPを発
色させた。形態学的特徴は運動ニューロンの外周に当てはまる
楕円の⾧径を求めた。各群において運動ニューロンの⾧径のヒ
ストグラムを描出し，差を求めた。統計解析は正規分布してい
なかったため，Mann-Whitney U検定を実施した。
【結果】3匹の動物から784個の横隔神経運動ニューロンを同
定した。そのうち基準をもとに採用したものは397個 (50.6%)
であった。介入群の運動ニューロンの⾧径は28.7µm (25%値;
15.5µm, 75%値; 32.2µm)，コントロール群が27.8µm (25%値;
20.7µm, 75%値; 31.1µm,)であり統計学的有意差を認めた (p =
0.018)。ヒストグラムではコントロール群において⾧径の大き
い運動ニューロンの割合が少なかった。
【考察】呼吸負荷トレーニングにより横隔神経運動ニューロン
の⾧径が保たれた可能性がある。呼吸負荷トレーニングによっ
て，代替経路からの入力が増加して横隔神経運動ニューロンの
変性予防もしくは回復を促進した可能性が考えられる。
【結語】頸髄損傷後の3週間の高CO2の呼吸負荷では有意に介
入群の運動ニューロンの⾧径が大きく，ヒストグラムの傾向に
違いが見られた。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する組織
の動物実験倫理委員会 (承認番号:令和3年2号)の承認を得て実
施した。

【目的】 腰背部痛は罹患者が極めて多く、臨床的・社会的に
重要な課題である。腰背部痛の多くは筋や筋膜を発生源とし、
圧痛などの機械痛覚過敏を特徴とする。このような筋・筋膜の
機械痛覚過敏は伸張性収縮 (LC)負荷により生じやすいため、腰
背部へのLC負荷が筋・筋膜性腰背部痛の実験モデルとして有用
であると考えられる。そこで本研究では、健常被験者の腰背部
へLCを反復負荷し、胸腰部脊柱起立筋群の圧痛閾値 (pressure
pain threshold、PPT)を広範囲かつ体系的に測定し、その変化
を視覚的に示すヒートマップの作製により、運動誘発性腰背部
痛モデルの作製を試みた。
【方法】 実験１では健常男子大学生40名を対象に、LC負荷な
しの条件で胸腰部脊柱起立筋群のPPTを測定し、そのヒートマ
ップを作製した。PPT測定は安静背臥位にて実施し、プローブ
先端面積:1 cm2のゴム製チップを装着したFischerの圧痛計を
用いた。測定部位は胸腰部脊柱起立筋群とし、Th1、Th3、
Th5、Th7、Th9、Th11、L1、L2、L3、L4、L5のそれぞれの
椎体レベルにおいて、正中線から左右2 cmおよび4 cmの点で
行った (11椎体レベル × 左右4点、合計:44か所)。乱数発生
処理により、44か所の測定部位をランダム化し、測定順序によ
る影響を排除した。実験２では健常男子大学生24名を対象に、
被験者を対照群およびLC負荷群 (各12名ずつ)に振り分け、背
筋伸展用ベンチを用い、腰背部へLCを負荷した。１回あたり２
秒間の収縮サイクルを30回反復し、これを１セットとした。セ
ット間には１分間のインターバルを設け、被験者が疲労により
継続不能となる時点まで反復した。PPT測定はLC前日 (プレ)、
24時間後および48時間後に行った。
【結果】 実験１において、運動負荷なしの胸腰部傍脊柱起立
筋群の平均PPTは約3～6 kgであった。作製したヒートマップ
より、腰部では胸部に比べ高いPPTを示すことがわかった。ま
た、正中線 (脊柱)に近い左右2 cmの部位では、その外側となる
左右4 cmの部位に比べPPTが高かった。実験２では、対照群お
よびLC群間のプレ値に差はなかった。また、対照群では時間経
過によるPPTの変化はなかった。一方、LC 24時間後では下部
胸椎～腰部全体にかけて顕著なPPTの低下がみられ、48時間後
に回復を示した。PPTの低下はTh9～L5椎体レベルで顕著であ
った。
【考察・結語】 胸腰部の脊柱起立筋群に対する広範囲かつ体
系的なPPT測定により、LC負荷前後の機械痛覚過敏の分布をヒ
ートマップにて可視化することができた。これらの結果は運動
誘発性の筋・筋膜性腰背部痛や遅発性筋痛の研究モデルとして
有用であり、理学療法に役立つ知見であると考えられる。
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有限要素法を用いた脊椎圧迫骨折後の生体力学
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mediVRカグラが側腹筋の筋厚変化に及ぼす影響
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【目的】
腹横筋(Tra)は，体幹のフィードフォワード制御に関与する
(Hodges,2001)．仮想現実(VR)を用いて運動療法を行う医療機
器であるmediVRカグラ(カグラ)は，フィードフォワード制御の
能力を高める可能性が示唆されている．そのため，カグラによ
り，Traの筋厚に影響を与えると考えられる．本研究の目的は，
カグラによる介入が側腹筋の筋厚に及ぼす影響を明らかにする
ことである.
【方法】
対象は健常成人7名(身⾧169.6± 4.1cm，体重68.6± 8.6kg，年
齢32.0± 6.2歳)とした．安静端坐位とリーチング終了時の右側
腹筋(外腹斜筋(EO)・内腹斜筋(IO)・Tra)の筋厚を超音波画像装
置(US)にて測定した．リーチング方向は右上肢による1.右前方，
2.右45度前側方，3.右側方と，左上肢による4.左前方，5.左45
度前側方，6.左側方とした.
測定条件はカグラを使用したリーチ(カグラリーチ)と対照条件
として通常のリーチ(コントロール)を実施した．なお，対照条
件のリーチ距離はカグラで計測したリーチ距離と同様の距離に
なるよう，目標物を配置し，目標物に触れるように実施した．
リーチング実施時間は10分間とし，介入開始時と終了時の安静
時およびリーチング時の側腹筋の筋厚を計測した．カグラ開始
時と対照開始時，およびカグラ終了時と対照終了時の安静端坐
位とリーチング6方向の筋厚を対応のあるt検定またはWilcoxon
の検定を実施し，有意水準は5％未満とした．
【結果】
介入開始時ではカグラ条件，対照条件間で全ての筋厚に有意差
を認めなかった．介入後のカグラ条件と対照条件のTra筋厚は
それぞれ，安静座位: 4.6± 0.6mm，4.0± 0.6mm，右前方: 5.1
± 2.0mm，3.2± 1.1mm，右45度前側方:5.9± 0.9mm，4.0±
1.2mm, 右側方:6.0± 1.2mm，4.2± 1.4mm, 左前方:6.2±
1.1mm，3.8± 0.5mm,左45度前側方:3.9± 1.3mm，2.8±
1.1mm,左側方: 4.2± 1.1mm，3.0± 1.0mmであり，安静端坐位，
全方向のリーチングで有意に増加した(p＜0.05)．一方 IOとEO
は有意差を認めなかった．
【考察】
通常のリーチングはターゲットと身体の位置情報を視覚や固有
感覚からフィードバックしながら実施する．一方，カグラによ
る介入はVR上で自分の身体を視覚的に認知できない．さらに
ターゲットに対するリーチング中の身体位置を固有感覚でフィ
ードバック制御するのではなく，予測して制御するフィードフ
ォワード制御を促す．その結果，フィードフォワード制御にお
いて重要な役割を持つTraの筋厚に変化を及ぼしたと考えられ
る.
【結語】
カグラはTraの筋厚を増加させる効果を有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施設の研究倫理委員会(承認番号:
2021-137)の承認を得て実施した．

【目的】
脊椎圧迫骨折 (VCF)は、最も一般的な骨粗鬆症性骨折であり、
日本では年間100万人以上に発生している。これまでのVCF関
連の生体力学研究は、骨折の発生メカニズムに着目したものが
多く、VCF後の形態変化や骨強度の状態が、脊柱の生体力学に
及ぼす影響は十分に検討されていない。近年では、VCFの保存
療法において、急性期から理学療法士が介入する機会が増加し
ているが、VCF後の脊柱生体力学に関する情報が不足しており、
理学療法を実施する上でのリスク管理は、臨床家の経験則に基
づくところが多いのが現状である。そこで本研究は、有限要素
法を用いてVCF後の脊柱への生体力学的影響を明らかにするこ
とを目的とした。
【方法】
⾧崎大学医学部肉眼解剖学分野が管理する死亡直後に撮影した
CT画像データベースの中から、身⾧をマッチングさせた73歳
女性 (正常モデル)と第12胸椎VCF既往のある85歳女性 (VCFモ
デル)の第10胸椎から第２腰椎の有限要素モデルを作成した。
実験1では、骨の形態変化が椎体の応力に及ぼす影響を調査す
るために、正常モデルとVCFモデルの骨強度を同条件にして比
較した。実験2では、骨強度の違いが椎体の応力に及ぼす影響
を調査するために、VCFモデルの骨強度を正常、中等度及び重
度の骨粗鬆症状態に設定して比較した。負荷条件は、立位と脊
柱の屈曲、伸展、側屈、回旋し、生体力学的パラメータは相当
応力と圧縮応力を測定した。
【結果】
実験1では、立位及び脊柱の各運動条件において、正常モデル
とVCFモデルの間に著明な違いは確認されなかった。実験２で
は、脊柱の屈曲と側屈運動において、骨強度が低下するに従っ
て、椎体への圧縮応力の増加が確認された。また、立位や脊柱
の伸展及び回旋運動では、骨強度が低下しても椎体への応力に
著明な変化は確認されなかった。
【考察】
骨の形態変化について、全ての負荷条件で応力分布にほとんど
変化がなかったことから、VCFに伴う圧潰変形が脊柱の生体力
学に及ぼす影響は少ないことが示唆された。また骨強度の違い
については、骨強度が低下した症例ほど、脊柱の屈曲、側屈時
に隣接椎体の骨折リスクが増加することが示唆されたが、立位
や脊柱の伸展、回旋時には、骨強度が低下しても骨折リスクは
変化しないことが示唆された。
【結語】
本研究で得られた知見は、VCF患者のリスク管理や日常生活指
導のためのエビデンスを提供し、VCF患者の保存療法において、
より安全で効率的な理学療法を提供する手がかりとなる可能性
がある。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究の対象は、⾧崎大学医学部の教育研究に使用することに
同意されたご献体であり、生前に遺体提供者とその家族からイ
ンフォームドコンセントが得られている。尚、本研究は発表者
が所属する⾧崎大学大学院医歯薬学総合研究科倫理委員会の承
認を得て実施した (承認番号:15092552-2)。
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歩行動作時における動的な運動モジュール構造
の検討

三次元深度カメラに基づく歩行データに対する
ノイズロバストな解析方法の検討

【目的】
人間の動作は多数の関節による膨大な組み合わせで制御されて
おり、その中からなぜ脳が適切な関節動作を瞬時に判断できる
のかという問いに対する仮説の一つが筋シナジーである。筋シ
ナジーでは、今まで時間不変的な筋活性組成比およびモジュー
ル構造の研究が進んでいる。しかし、歩行ではいくつかの相に
分かれており、このような動作では各フェーズにおいてモジュ
ール構造が徐々に変化していくと考えることができる。そのた
め、変化していくモジュール構造を推定するものとして時間変
動筋シナジー (時変シナジー)が考えられている。しかし、時変
シナジーはリーチ動作のような独立した運動ではその検討がな
されているものの、歩行のような周期動作では検討されていな
い。そこで、本研究では歩行時における時変シナジーを推定し、
時変シナジーの特性を明らかにするとともに、モジュール構造
の漸次的変化を検証することを目的とした。

【目的】
歩行は、様々な筋骨格系・神経系疾患による障害のような影響
を反映する。理学療法においても障害の評価・治療の判断材料
の一つとして歩行解析が行われている。現在、時空間的な歩行
パラメータを定量的に測定するため、多様なシステムを用いた
歩行解析研究が進められている。Azure Kinectは、単一で三次
元的骨格情報を低コストかつ簡便に取得することが可能であり、
動作解析領域に於いて近年注目されている深度カメラである。
しかし、この深度カメラに基づく骨格座標データには、カメラ
の設置場所に応じたカメラの反対側における骨格推定精度が大
きく低下することが明らかとなった。すなわち、測定データを
前処理せず解析に使用すると、動作解析の結果としての妥当性
が不十分であることが考えられる。従って、堅牢的なノイズ処
理手法を検討する必要がある。そこで本研究では、三次元深度
カメラを用いて取得した測定データに対し、ノイズロバストな
解析手法を検討する。

【方法】
健常大学生７名 (男性４名、女性３名)を対象とした。対象者の
4km/h でのトレッドミル歩行時の左右各5筋 (外側広筋、半腱
様筋、前脛骨筋、腓腹筋内側頭、腓腹筋外側頭)の下肢表面筋
電図を2000Hzで測定し、前処理を行い、時間不変シナジーの
標準的な推定手法である非負値行列分解を応用し、開始時間と
持続時間を含む時変シナジーを推定した。推定した各時変シナ
ジーの筋の重み係数を時間平均化して算出した筋活性組成比を
もとに、シナジーごとのモジュール構造を比較し、モジュール
構造の時間変動を検討した。

【方法】
三次元深度カメラを用いて取得したトレッドミル歩行における
左足関節座標から各歩行周期を区切るタイムポイントを特定し
た。ここから抽出した周期群に対し、Robust Principal
Component Analysis (Robust PCA)を適用し、均一性の高い周
期群から逸脱している周期をノイズとして除外処理を加えた。
その後、残存した周期群を平均化し、要約周期として同定した。
ノイズに対する堅牢性を評価するため、実データからシミュレ
ーションデータを生成し、Robust PCA処理を加え、異常検出
の正誤判定を行った。

【結果】
歩行時における8つの時変シナジーを推定した。これらはいず
れも異なる活性タイミングを有しており、このタイミングは歩
行相分類と類似していた。隣接する活性タイミングであった時
変シナジーでは組成比の構造が類似しているが、一部の筋の活
性組成比のみ変化していた。また、異なる活性タイミングの時
変シナジーの比較では、筋活性組成比が大きく異なっていた。

【結果】
右膝関節に関する歩行周期群に対し、Robust PCA処理を適用
した後の要約周期にランダムノイズを加え、シミュレーション
“ 真” データを100個、Robust PCAによって除外された周期に
ランダムノイズを加え、シミュレーション“ 偽” データを10個
作成した。これらの110個のシミュレーションデータに対し、
Robust PCA処理を加えた。このサイクルを100回試行した結果
として、感度はmean 0.87 (± 0.037)、median 0.87
(0.84-0.89)であり、特異度はmean 0.77 (± 0.22)、median
0.80 (0.70-1.00) となった。

○嶋﨑 航次 1)，宇野 光平 1)，飯島 弘貴 1,2)，
野嶌 一平 3)，松井 佑介 1,4)
1) 名古屋大学大学院 医学系研究科
2) 名古屋大学 高等研究院
3) 信州大学 医学部保健学科
4) 東海国立大学機構 糖鎖生命コア研究所

○坂田 響 1)，宇野 光平 1)，飯島 弘貴 1, 2)，
松井 佑介 1, 3)
1) 名古屋大学大学院 医学系研究科
2) 名古屋大学 高等研究院
3) 東海国立大学機構 糖鎖生命コア研究所

【考察】
推定された8つのシナジーは歩行相と類似した活性タイミング
であり、シナジーが活性させる筋群はその歩行相において協調
的に働く筋群である。歩行において、時変シナジーは徐々に変
化していき、異なる歩行相では動作制御時のモジュール構造が
異なることを示唆している。この歩行時の時変シナジーにおけ
る漸次的変化の特徴は、全体的な変化ではなく、一部の筋の活
性が変化であると示唆された。

【考察】
今回の判定から、特異度のIQR (Inter-Quartile Range)は、
0.70-1.00であり、25%以上の試行において、全ての“ 偽” デ
ータを正しく判定していると言える。本研究の目的には、推定
誤差の異常検出・除外を堅牢的に処理することがあったため、
感度より特異度の方が重要であると考える。特異度は感度と比
較してやや低いため、より判定精度が高い処理の検討が求めら
れる。

【結語】
歩行では、時変シナジーを推定することにより、各相では異な
るモジュール構造の存在が示唆され、このモジュール構造をダ
イナミックに変化させることにより動作を生み出していること
が示唆された。

【結語】
Robust PCAによるノイズ処理技術の有用性が示唆され、推定
された骨格座標をより精度高く補正することが可能となった。
他関節や他の運動課題時でのノイズ処理についても更に検討が
必要である。

【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は本学の倫理審査委員会の承認を受けて実施された。ま
た、本研究はヘルシンキ宣言に則っており、実験開始前に対象
者に本研究内容を口頭と書面にて十分に説明し、同意を得た上
で行われた。

【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、実施
した。
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緑茶カテキン摂取と運動療法の併用が老化促進
マウス（SAMP8）の骨格筋に及ぼす影響

ポスター発表2

骨格筋特異的な分子ネットワークに基づく遺伝
子モジュールの同定および各運動様式に対する
分子応答の推定

○松崎 凌真 1)，中小川 智美 1)，松岡 輝樹 1)，
谷 明 1)，則松 貢輔 1)，中西 和毅 2)，髙田 聖也 3)，
大塚 章太郎 3)，榊間 春利 2)
1) 鹿児島大学大学院 保健学研究科
2) 鹿児島大学 医学部 保健学科 理学療法学専攻
3) 鹿児島大学 医歯学総合研究科 システム血栓制御学講座

○兒玉 隼汰 1)，飯島 弘貴 1,2)，宇野 光平 1)，
松井 佑介 1,3)
1) 名古屋大学大学院 医学系研究科
2) 名古屋大学 高等研究院
3) 東海国立大学機構 糖鎖生命コア研究所

【目的】加齢に伴う骨格筋量低下・変性、運動機能低下はサル
コペニアと呼ばれ、様々なメカニズムが関与している。緑茶カ
テキンには、抗酸化・抗炎症作用があり神経変性疾患や筋萎縮
の予防効果が期待できると報告されている。そこで本研究は老
化促進マウスを用いて、緑茶カテキンの摂取と運動の併用が、
加齢による運動・認知機能、骨格筋変性に及ぼす影響を調べる
ことを目的とした。

【目的】
糖尿病に代表される代謝性疾患や加齢に伴う筋萎縮を特徴とす
るサルコペニアに対して、運動は有効な治療法の一つである。
強度や時間によって、運動は有酸素運動とレジスタンス運動の
2つの運動様式に大別される。各運動様式において筋肥大や代
謝促進、血管新生等の生理学的応答が生じるが、その背景に存
在する多様な分子間の相互作用である分子応答には未だ不明な
点が多い。マイクロアレイデータ解析は、生体内における遺伝
子発現を網羅的に解析することができるため、分子応答の理解
において有効な解析方法の一つである。近年様々な運動様式に
ついて、運動前後の骨格筋のマイクロアレイデータセットを用
いた発現変動遺伝子の抽出が行われたが、分子応答を反映する
発現変動遺伝子間のネットワーク構造およびモジュール構造を
検証する解析は行われていない。そこで本研究ではネットワー
ク構造に基づく遺伝子モジュールを検出し、各運動様式に対す
る分子応答を検討する。
【方法】
9研究由来の有酸素運動、レジスタンス運動の前後の骨格筋に
おけるマイクロアレイデータセットを対象とした。まず各デー
タセットにおいて遺伝子発現変動解析を行い、各遺伝子の発現
変動p値を算出した。その後Fisher法を用いて運動様式毎に共
通する遺伝子のp値を統合し、Benjamini-Hochberg法による多
重検定補正を行った。補正p値をもとに発現変動遺伝子を抽出
し、ヒトの骨格筋特異的な遺伝子ネットワークを用いた遺伝子
モジュールの検出およびその生物学的機能の推定を行った。
【結果】
有酸素運動において、523の遺伝子が有意な発現増加、142の
遺伝子が有意な発現減少を示し、それぞれ6個および4個の遺伝
子モジュールが検出された。同様にレジスタンス運動において、
1372の遺伝子が有意な発現増加、614の遺伝子が有意な発現
減少を示し、それぞれ6個および7個の遺伝子モジュールが検出
された。遺伝子モジュールの機能解析の結果、有酸素運動にお
いて血管内皮細胞の移動やミトコンドリア機能など、レジスタ
ンス運動において細胞外基質の構築や骨形成などの機能が推定
された。
【考察】
モジュールの機能を検討したところ、有酸素運動、レジスタン
ス運動の両方において遺伝子モジュールの血管新生や筋肥大へ
の関与が示唆された。また有酸素運動の遺伝子モジュールは代
謝、レジスタンス運動の遺伝子モジュールは骨形成への関与が
それぞれ示唆された。したがって、これらの遺伝子モジュール
は各運動様式に対する分子応答を示していることが考えられる。
【結語】
本研究により、有酸素運動、レジスタンス運動それぞれにおい
て異なる発現変動遺伝子モジュールが検出された。また遺伝子
モジュールの機能解析により、各運動様式に対する生理学的応
答への直接的な関与が示唆される遺伝子モジュールが同定され
た。
【倫理的配慮、説明と同意】
既に公開されている論文のデータのみを用いた研究である。

【方法】7週齢の雄性老化促進マウス (SAMP8)を、コントロー
ル群 (9匹)、カテキン群 (9匹)、運動群 (5匹)、カテキン+運動群
(5匹)に無作為に分類した。カテキン群にはTHEA-FLAN90 (66
％のカテキン含有)混餌を、その他の群には通常食 (AIN-93M)
を20週齢から32週齢 (3ヵ月間)摂取させた。運動群は自走運動
装置を用いて自発運動を行った。餌摂取量、体重、自走距離は
定期的に測定した。介入前・後にOpen fieldテスト、Rota-rod
テスト、握力、物体認知テスト (Discrimination Index: DI値)を
実施した。 殺後、両前肢筋、腓腹筋を採取し、前腕横断面積、
腓腹筋の筋湿重量、筋線維横断面積、中心核線維数を測定した。
統計解析には一元配置分散分析、Kruskal-Wallis検定を用い、
有意水準は5％とした。
【結果】餌の平均摂取量は3.5g/日であり、平均体重は各群間
で有意差を認めなかった。自走距離は27週までに徐々に減少し、
その後大きな変化は認められなかった。Open fieldテストにお
いて、総移動距離は20週齢と比較して32週齢で有意に減少し
ていた (p<0.05) が、群間による違いは認められなかった。32
週齢において、Rota-rodテストはカテキン+運動群が増加した。
握力は、コントロール群と比較して有意に運動群、カテキン+
運動群が増加していた (p<0.05)。DI値はコントロール群と比較
して有意にカテキン群が高値を示した。組織学的評価では、前
肢横断面積、筋湿重量、タイプI線維横断面積は運動群、カテ
キン＋運動群が増加していたが、群間に有意差は認めなかった。
中心核線維数はコントロ-ル群と比較して、カテキン群、カテ
キン+運動群で有意に減少していた(p<0.05)。
【考察】SAMP8は早期にサルコペニア症状を示し、10ヶ月齢
で典型的な症状を呈すると報告されている。今回、緑茶カテキ
ンの摂取にて、認知機能改善、中心核線維数の減少が認められ、
さらに運動を併用することで、筋力改善を示した。中心核線維
の増加は、加齢によって消失した変性筋線維を補う再生筋線維
の存在を反映していることを示唆している。今回の結果は、緑
茶カテキンの摂取が加齢による認知機能低下や骨格筋変性を抑
制し、さらに運動を併用することでサルコペニア予防に対する
相乗効果が期待できることを示唆した。
【結語】緑茶カテキンの摂取と運動の併用は加齢に伴うサルコ
ペニア予防に有効である可能性がある。
【倫理的配慮、説明と同意】鹿児島大学動物実験倫理審査委員
会の承認を得て行った。 (承認番号:M20002)
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骨格筋におけるマイオカインIL-15がオートファ
ジー機構に及ぼす影響

ポスター発表2

廃用性筋萎縮の病態および運動介入時における
筋衛星細胞の活性化に関与するLIFとHGFの変動

○田中 稔 1,2,3)，赤坂 憲 1)，杉本 研 4)，高橋 利匡 1)，
山本 浩一 1)，藤野 英己 3)，樂木 宏実 1)
1) 大阪大学大学院医学系研究科 老年・総合内科学
2) 大阪保健医療大学 保健医療学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻
3) 神戸大学大学院 保健学研究科
4) 川崎医科大学 総合老年医学

○相原 正博 1)，三樹 あずさ 2)，萩原 宏毅 1,2)
1) 帝京科学大学 医療科学部理学療法学科
2) 帝京科学大学大学院 医療科学研究科総合リハビリテーシ
ョン学専攻
【はじめに】廃用性筋萎縮は不活動によって生じ，筋機能改善
を目的に運動療法が実施される．骨格筋萎縮や肥大のメカニズ
ムは完全に解明されていないが，筋衛星細胞が関わっているこ
とが知られている．筋衛星細胞の活性化に関与する因子の一つ
にLeukemia inhibitory factor (以下:LIF)がある．LIFは白血病
抑制因子とよばれ，白血病細胞の増殖を阻害する因子として発
見されたが，近年では持久的運動後の骨格筋から傍分泌的に筋
衛星細胞に作用し，骨格筋肥大や筋損傷後の再生にも関与する
ことが報告されている．また，Hepatocyte growth factor (以下
:HGF)も筋衛星細胞の活性化に関与しおり，筋損傷や機械刺
激等で遊離し，筋衛星細胞を増殖させる事が知られている．こ
れまで，筋損傷後の再生における筋衛星細胞と LIFあるいは
HGFの解析はなされているが，廃用性筋萎縮の病態や筋萎縮後
の介入時における検討は少ない．そこで，廃用性筋萎縮および
それに対する運動介入の過程における筋衛星細胞に関わるLIF
とHGFの変動を検討することとした．
【方法】実験には 9週齢のC57BL/6系マウスを使用した．実験
群は，通常飼育した対照群 (Co群)，廃用性筋萎縮群(CI群)，筋
萎縮誘発後の再荷重1日群 (RL1群)，14日群 (RL14群)，筋萎縮
誘発後の運動介入14日群(Ex群)に分類した．筋萎縮誘発は一側
後肢を膝関節伸展，足関節底屈位にてギプス固定し，2週間不
動化した．トレッドミル運動は，TREAT-NMDの標準作業手順
書 (SOPs) (DMD_M.2.1.003)に従って2週間 (1週/2回)実施した．
全ての実験期間終了後に下腿三頭筋の摘出及び血液採取を行っ
た．骨格筋中のLIF，HGFの遺伝子発現量はマイクロアレイ法，
骨格筋中のタンパク質量はウェスタンブロット法にて解析した．
【結果】骨格筋中のLIFのmRNAの発現量はCo群と比較して，
CI群で2.4倍，RL1群で1.8倍，RL14群で4.7倍，Ex群では1.4倍
であり，筋萎縮誘発から再荷重期間を通して発現量が増加した．
HGFはCI群で0.8倍，RL1群で1.8倍，RL14群で0.7倍，Ex群で
0.8倍であり，RL1群で発現量が増加しその後低下した．ウェ
スタンブロット法によるLIF，HGF量は現在解析中である．
【考察・結論】骨格筋中のLIF遺伝子発現量は筋萎縮で増加し，
再荷重の期間を通して増加を示した．一方で，HGFは再荷重1
日では発現が増加したが，その後は減少した．LIFとHGFはい
ずれも筋衛星細胞の活性化に関与することが報告されているが，
今回の結果から，両者は廃用性筋萎縮の病態および運動介入後
において，異なるメカニズムで筋衛星細胞に関与している可能
性が示唆された．今後それぞれのシグナル伝達に関わる分子な
どにも解析を拡げて，LIFとHGFが筋衛星細胞の活性化に働く
機序を明らかにしたい．
【倫理的配慮，説明と同意】研究を実施するにあたり，帝京科
学大学動物委員会の承認を得て動物実験を行った．また動物の
扱いに際しては，動物実験のガイドラインに則して研究を実施
した．

【目的】
Interleukin-15 (IL-15)は、骨格筋内で産生・分泌されるサイト
カインであるマイオカインの一つである。IL-15は、マイオカ
インの中でも筋収縮により筋細胞外へ放出されるという特徴が
あり、骨格筋の運動効果の一端を担っている可能性がある。一
方でIL-15は、エネルギーセンサーとして働くAMPKの活性化を
介して、骨格筋内の糖代謝を向上させることが報告されている。
AMPKの活性化は、オートファジーを促進させる。したがって、
IL-15は骨格筋のオートファジー制御に関与し、質的管理に重
要な役割を果たしていると考えられる。そこで本研究では、
IL-15過剰発現 (IL-15TG)マウスを用いて、骨格筋における
IL-15がオートファジー機構に及ぼす影響を検討した。
【方法】
我々は14週齢の雄性IL-15TGマウスを用いて、対照群として
C57BL/6Jマウス (WT)との比較を行った。全ての実験動物は自
由行動下で通常餌を与えて飼育し、安楽死操作を行った後、筋
サンプルとして腓腹筋を摘出した。オートファジー関連因子と
して、腓腹筋組織の免疫組織染色 (LC3B，LAMP1)を行い、そ
の画像の解析と、組織のタンパク質発現量 (AMPKα ，Ulk1，
Beclin1，p62)の測定を行った。
【結果】
腓腹筋組織の免疫組織染色では、LC3B陽性顆粒数およびLC3B
とLAMP1を共局在した顆粒数がともに増加しており、それぞ
れオートファゴソームとオートリソソームの増加を示していた。
さらに、タンパク質発現量を測定したところ、リン酸化AMPK
α 、Ulk1、およびBeclin1の発現が上昇していた。一方で、オ
ートファジーの選択的基質であるp62の発現には変化がみられ
なかった。
【考察】
本研究において、IL-15はオートファジーの促進、特にオート
ファゴソーム形成の促進に関連する可能性が示された。オート
ファゴソームの形成には分解標的タンパク質を包み込む隔離膜
の伸⾧・成熟が必要であり、AMPKのリン酸化はUlk1及び
Beclin1のリン酸化を介して隔離膜の伸⾧・成熟に関わること
が知られている。本研究の結果から、IL-15はAMPKのリン酸化
促進を介してオートファゴソーム形成を促進させ、オートファ
ジー機能の促進に寄与するという機序が考えられる。骨格筋の
オートファジー機能不全は、骨格筋の質的低下と関連すること
が知られているが、運動はIL-15の産生・分泌を促進し、オー
トファジー機能の改善を通じて骨格筋の質的改善につながる可
能性がある。
【結語】
マイオカインIL-15は、骨格筋においてAMPKのリン酸化を介し
てオートファゴソーム形成を促進し、骨格筋の質的管理に関与
していると考えられる。
【倫理的配慮、説明と同意】
全ての実験は所属機関における動物実験に関する指針に従い、
動物実験委員会の承認を得て実施した。
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糖化ストレスはラット前脛骨筋におけるレジス
タンス運動誘発性の筋タンパク質合成を減弱す
る

ポスター発表2

エストロゲンの添加が軟骨細胞の同化因子発現
に及ぼす影響

小島 拓真 1,2)，寺田 秀伸 1,3)，高須 千晴 1,3)，
川端 空 1,2)，峯岸 雄基 1)，加納 拓馬 1,2,3)，
金村 尚彦 4)，○村田 健児 4)
1) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科
2) 医療法人東西医会 草加整形外科内科 リハビリテーショ
ン科
3) 医療法人やつか整形外科内科 リハビリテーション科
4) 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科

○田中 雅侑 1)，金指 美帆 2)，近藤 浩代 3)，
藤野 英己 4)
1) 岡山医療専門職大学 健康科学部理学療法学科
2) 県立広島大学 保健福祉学部理学療法学コース
3) 名古屋女子大学 健康科学部健康栄養学科
4) 神戸大学大学院 保健学研究科

【目的】
糖化ストレスは、糖がタンパク質と結び付くことで生じる糖化
産物に起因したストレスであり、血管障害や加齢性疾患の発症
機序に関与する。骨格筋では、終末糖化産物の蓄積量が高齢者
の骨格筋量と負の相関関係を示すことから、糖化ストレスがサ
ルコペニアの発症機序にも関与することが考えられている。一
方、糖化ストレスが骨格筋量の制御に関わる筋タンパク質合成
シグナルに及ぼす影響は明らかにされていない。そこで、本研
究では、終末糖化産物前駆体であるメチルグリオキサール
(MG)の継続摂取による糖化ストレスが、レジスタンス運動
(RE)による筋タンパク質合成に影響を及ぼすか明らかにするこ
とを目的とした。
【方法】
8週齢の雄性SD系ラットを、対照群と0.5%のMGを含む飲料水
を自由摂取させた群の2群に区分した。10週間後、麻酔下で左
側前脛骨筋にREを模した経皮的電気刺激による超最大等尺性収
縮を施し、左側をRE側、右側を非RE側とした。最終刺激から6
時間後に左右の前脛骨筋を採取した。また、SUnSET法により
筋タンパク質合成速度を測定するために、両側の前脛骨筋を採
取する15分前にPuromycin (0.04 μ M)を腹腔内投与した。解
析は筋タンパク質合成に関わるタンパク質発現量をウエスタン
ブロッティング法で測定した。
【結果】
前脛骨筋の湿重量は2群間で有意差を認めなかった。非RE側に
対するRE側の筋タンパク質合成速度は、MGの摂取により有意
に減少した。さらにRE側におけるAkt/mTORC1経路の下流因子
p70S6K、rpS6のリン酸化タンパク質発現量は、MGの摂取に
より有意に低値を示した。一方、RE側におけるAkt、AMPK、
e-IF2α のリン酸化タンパク質発現量は、2群間で有意な差を認
めなかった。
【考察】
終末糖化産物前駆体MGの摂取による糖化ストレスが、REによ
り誘発される筋タンパク質合成シグナルの活性化を減弱し、筋
タンパク質合成を低下させたことが考えられる。AMPKやe-IF2
α の活性化は、筋タンパク質合成を負に制御することで知られ
ているが、MG摂取による筋タンパク質合成の減弱効果には関
与しなかったと考えられる。
【結語】
終末糖化産物前駆体であるMGの摂取は、前脛骨筋に対する経
皮的電気刺激誘発性の等尺性収縮による筋タンパク質合成シグ
ナルの活性化、及び筋タンパク質合成を減弱することが示唆さ
れた。
【倫理的配慮、説明と同意】
全ての実験は大阪人間科学大学 (筆頭演者前所属先)における動
物実験に関する指針に従い、動物実験委員会の承認を得たうえ
で実施した。

【目的】
女性は男性よりも変形性膝関節症 (KOA) を好発することが報告
されている。この性差は中高年期の女性ホルモンの減弱との関
連が疑われるものの、その解明には至っていない。エストロゲ
ンは肝細胞においてNF-κ β に結合するIκ -β のリン酸化を阻害
することで抗炎症効果を示すと同時に、下顎軟骨のCOL2発現
に影響を与えることが報告されている。これらからエストロゲ
ンはコラーゲンの合成に影響しKOAのトリガーとなる可能性が
あると仮説立て、本研究では軟骨細胞にエストロゲンの直接的
な作用を調査するために軟骨同化因子及び炎症因子の変化を遺
伝子発現量から比較検討することを目的とした。
【方法】
4週齢のWistar系雄性ラット4匹の大腿骨軟骨と脛骨軟骨を
0.25%トリプシンEDTA及びコラゲナーゼⅡを使用した分散法
で初代軟骨細胞を採取した。軟骨細胞は10 %FBSを含む
D-MEM培地で、5%CO2、37℃、飽和湿度環境下で培養、第1
継代(p1)軟骨細胞を解析に使用した。p1軟骨細胞が70％コン
フルエントに達した時点で、エストロゲンを0 (Vehicle)、1、
10、100ng/ml添加し、48時間後の軟骨細胞からRNA採取、ク
ローンDNA合成後にリアルタイム定量PCRにより遺伝子発現量
を解析した。ターゲット遺伝子は 、COL2a1、Has2、IL-6とし、
内因性コントロールであるβ -actinで補正したΔ CT値について、
Kruskal-Wallis検定、Bonferroni補正を採用し有意水準は5%と
した。
【結果】
Vehicleと比較してエストロゲン添加群ではCOL2a1のmRNA発
現量が漸増し (1ng/ml: 1.15倍, 10ng/ml: 1.19倍, 100ng/ml:
1.34倍)、10ng/ml添加群及び100ng/ml添加群で有意に増加し
た (10ng/ml: p=0.016, 100ng/ml: p<0.001)。一方、Has2及び
IL-6のmRNA発現量はVehicleと比較してエストロゲン添加群で
有意差を認めなかった(IL-6: p=0.169, Has2: p=0.181)。
【考察】
身体へのエストロゲン補充療法がKOAを抑制する報告
(Heart,1999)や卵巣除去術を行ったラットで軟骨の変性が進行
するという報告(Sniker,2008)から軟骨の同化に女性ホルモンが
関与する可能性が提示されている。本研究においても、エスト
ロゲンの添加はCOL2a1を増加させ、軟骨の同化にエストロゲ
ンの関与が示唆された。一方、本研究でのIL-6 に変化がなかっ
た。先行研究では臍帯内皮細胞に対するエストロゲン添加実験
では、IL -1β 添加環境下にてエストロゲンの抗炎症効果が示さ
れており(Curtis,2002)、本研究では軟骨細胞が炎症条件下でな
い条件でエストロゲンを添加したためとも考えられる。今後、
直接的な軟骨細胞への影響について、IL-1β を添加し炎症環境
を模倣した状態でのエストロゲン投与実験による軟骨細胞に対
するエストロゲンの抗炎症作用について検証を進めていく。
【結語】
エストロゲンは軟骨細胞に対してCOL2a1のmRNA発現量を有
意に増加させた。
【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:2021-2)の承認を得て実施した。
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歩行速度に影響を与える因子の検討 －Trailing
Limb Angleと腓腹筋内側頭の筋活動に着目して
－

ポスター発表2

異なる二重課題条件が歩行に及ぼす影響

○古手川 萌 1)，橋立 博幸 2)，蓮川 起輝 3)，
稲垣 いくみ 4)，柴田 大夢 5)
1) 医療法人社団博慈会青葉さわい病院 リハビリテーション
科
2) 杏林大学 保健学部理学療法学科
3) 町田市民病院 リハビリテーション科
4) 医療法人五星会菊名記念病院 リハビリテーション科
5) 医療法人啓仁会所沢ロイヤル病院 リハビリテーション科

○中玉利 一輝 1)，二宮 省悟 2)，大池 貴行 1)
1) 九州看護福祉大学大学院 身体機能支援科学分野
2) 東京国際大学 医療健康学部

【目的】
歩行の推進力には大転子と第5中足骨頭を結ぶ線と垂直軸のな
す角とされている Trailing Limb Angle(以下，TLA)が足関節モ
ーメントの約2倍寄与するとの報告があり，TLAは重要な因子
である．一方で，歩行時の加速において腓腹筋は外側頭よりも
内側頭の筋活動が増大するとの報告もあり，歩行の推進力には
腓腹筋内側頭(以下，MG)の筋活動も重要な因子であることが考
えられる．以上のことから，TLAとMGの筋活動はどちらも歩
行速度に影響を与える因子であることが予測されるが，歩行速
度に対してどちらの因子が強く影響を与えるかは不明である．
そこで，本研究は，MGの筋活動とTLAのどちらが歩行速度に
強く影響を与える因子であるか検討することを目的とした．
【方法】
対象は健常男性29名(年齢26.4± 4.8歳，身⾧171.4± 4.9㎝，体
重67.5± 8.7㎏)であった．対象者には「普段の速さで歩いて下
さい」と口頭指示を行い，加速路と減速路を2mずつ確保した
計14mの快適歩行を実施した．歩行の様子を矢状面からウェブ
カメラ(Logicool社製，C920)を使用し，撮影した．
歩行時のMGの筋活動は，表面筋電計(NORAXON社製，テレマ
イオDTS)を使用して測定した．得られたデータの処理は
myoresearch3.10.64を使用し，20～500Hzのバンドパスフィ
ルタにかけた後に，1歩行周期を100％に正規化し，積分筋電
図(以下，iEMG)を算出した．TLAは，歪曲収差による測定誤差
を少なくするため，対象者が画面の中央付近に写った際の角度
とし，解析ソフトmyoresearch3.10.64のビデオ解析機能を使
用して算出した．
統計処理はR version４.１.１を使用し，Shapiro-Wilk検定，重
回帰分析を行った．有意水準は５％とした．
【結果】
対象者の快適歩行速度は84.6± 10.9ｍ/minであった．重回帰
分析結果より，予測式y(歩行速度)=0.054065× (TLA)－
0.002908× (iEMG)＋0.588740が得られた．決定係数は
R2=0.55であった(p＜0.05)．標準回帰係数は，TLA， iEMGの
順にβ ＝0.784，β ＝－0.22であった．
【考察】
TLAはiEMGよりも歩行速度に対して影響を与える結果となった．
辻下らは75m/minから100m/minの間の歩行速度で最もエネル
ギー効率が高い至適速度の存在を明らかにし，至適速度では至
適速度以外の速度と比較すると単位距離あたりの積分筋電活動
量は低くなると報告している．本研究の対象者は歩行速度が
84.6± 10.9ｍ/minであり，至適速度の範囲となることから，
iEMGの寄与が低くなったと考えられる．
【結語】
本研究では健常男性の快適歩行時においてMGの筋活動よりも
TLAの方が歩行速度に影響を与える因子であることが明らかと
なった．今後は最大歩行時など異なる歩行条件下でも同様の結
果が得られるか検討していく必要がある．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，発表者が所属する施設の研究倫理委員会の承認を得
て実施した(承認番号:02－016)．

【目的】歩行中に認知的な副課題を課すことによって歩行パフ
ォーマンスが低下することが知られているが、認知課題の種類
や難易度による影響の違いについては十分に検証されていない。
本研究では健康な若年成人において通常歩行と異なる認知課題
を用いた二重課題 (DT) 歩行を実施し、歩行と認知課題の成績
に及ぼす影響を検証することを目的とした。
【方法】健康な若年成人43人 (平均年齢21.0歳) を対象に、通
常歩行速度による20m歩行とし、副課題を設けない通常条件、
口頭でじゃんけんをしながら歩くDT条件1、7の数値を減算し
ながら歩くDT条件2、13の数値を減算しながら歩くDT条件3、
の合計4条件にて実施した。DT条件は実施順序を無作為化する
とともに、DT条件で提示する数値やじゃんけんの選択肢も無
作為に出題することとし、出題は歩行課題の開始から終了まで
続けた。各条件の歩行において、ストップウォッチおよび
G-WALK (BTS Bioengineering社製) を用いて歩行速度、歩行率、
歩幅を計測した。副課題は歩行中の回答問題数、正解問題数を
調べた。
【結果】歩行速度は、通常条件 (1.50± 0.17m/s) と比較して
DT条件1 (1.43± 0.21m/s)、DT条件2 (1.38± 0.17m/s)、DT条
件3 (1.37± 0.17m/s) で有意に低い値を示し、DT条件1と比べ
てDT条件2または3では有意に低い値を示した。歩行率は通常
条件 (124.60± 6.32歩/分) と比較して、DT条件2 (122.21±
6.28歩/分)、DT条件3 (121.34± 5.73歩/分) で有意に低い値を
示した。歩幅は通常条件 (0.72± 0.06m/s) と比較して、 DT条
件1 (0.69± 0.07m)、DT条件2 (0.68± 0.06m)、DT条件3 (0.67
± 0.06m) で有意に低い値を示した。認知課題の正答率は、DT
条件1 (97.5± 5.4%) と比較して、DT条件2 (89.7± 16.1%)、DT
条件3 (82.9± 18.1%) で有意に低い値を示した。
【考察】通常条件と比べてDT条件では、歩行課題とともに認
知課題を遂行するために、各課題に要する注意を分配し、立脚
期の増加とともに歩幅と歩行率を減少させ、歩行中の姿勢動揺
を最小限に留めた安定した歩行を確保し、歩行速度が低下した
と考えた。また、DT条件1で用いたじゃんけん課題は回答の選
択肢が3つであり、DT条件2および3で用いた減算課題と比較し
て選択肢が少ないため、回答の想起と正確な決定がしやすく、
難易度が低いと推察された。とくに、DT条件2および3では、
繰り下がりの発生により認知課題への注意量の分配が多くなり、
7を減算するDT条件2と比較して13を減算するDT条件3で歩行
速度、歩幅、歩行率の平均値が低値を示したと考えた。
【結語】健康な若年成人において、認知課題を付加したDT歩
行における歩行と認知課題の成績は、認知課題の難易度の高さ
によってさらなる低下を示す可能性があることが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】研究実施にあたり、対象者全員に
本研究の主旨と倫理的配慮について説明し同意を得た。なお、
本研究は杏林大学保健学部倫理委員会の承認を得て実施した (
承認番号29-89)。
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ラバー負荷立位時の身体動揺に文字流暢性課題
が与える外乱効果

異なるexternal
及ぼす影響

○岩月 宏泰 1，2)，羽場 俊広 1，2)，高橋 優基 2)，
漆畑 俊哉 1)
1) 青森県立保健大学 健康科学部
2) 青森県立保健大学大学院 健康科学研究科

ポスター発表2
focus of

attentionが歩行に

○蓮川 起輝 1)，橋立 博幸 2)，古手川 萌 3)，
稲垣 いくみ 4)，柴田 大夢 5)
1) 町田市民病院 リハビリテーション科
2) 杏林大学 保健学部理学療法学科
3) 一般法人社団博慈会青葉さわい病院 リハビリテーション
科
4) 医療法人五星会菊名記念病院 リハビリテーション科
5) 一般法人啓仁会所沢ロイヤル病院 リハビリテーション科

【目的】ラバー負荷重心動揺検査 (以下、本検査)はフォームラ
バー上で閉眼立位を取らせた際の身体動揺から前庭障害を検出
する。本検査のように視覚の遮断及び体性感覚を攪乱させた立
位を保持するためには前庭感覚情報が重要である。前庭皮質領
域には前帯状回、下前頭回などがあるが、特に前帯状回は思考
や創造性を担う最高中枢である前頭前野からの入力がある。こ
れまで本検査に認知課題を負荷した際の身体動揺についての報
告はない。本検査の意義を考え得る上で、認知課題の影響を検
討することは重要である。今回、本検査時に前頭葉機能検査の
一つである文字流暢性課題 (LFT)を負荷した際の重心動揺と近
赤外分光法を用いた脳血流変化から、認知課題が本検査に及ぼ
す影響について検討した。

【目的】
理学療法士は最適な動作や姿勢制御を指導する際に言語教示を
頻繁に用いており、歩行で使用される言語教示では歩行率が示
すリズムのような時間的要因に働きかける教示や歩幅のような
空間的要因に影響を与える教示が挙げられる。本研究では、健
康な若年成人において下肢に向けた異なるexternal focus of
attention (EFA) が通常速度歩行に及ぼす影響を検証することを
目的とした。
【方法】
健康な若年成人43人 (男性20人、女性23人、平均年齢21歳) を
対象に20m歩行課題を異なる言語教示を付加した3つの教示条
件で測定した。各教示条件とその教示内容は、通常の20m歩行
課題を実施する通常条件「普段歩いている速さで歩いてくださ
い」とともに、EFA条件1「メトロノームの調子に合わせて歩
いてください」、EFA条件2「地面を後ろに蹴るイメージで、
普段歩いている速さで歩いてください」の合計3条件に設定し
た。各教示条件の順序効果を除外するために、各教示条件の実
施順序を無作為化した。各条件において、歩行速度、歩行率、
歩幅、歩行周期時間、立脚期時間割合、および遊脚期時間割合
をG-WALK (BTS Bioengineering社製) にて計測した。
【結果】
歩行速度は通常条件 (1.5± 0.2m/s) と比較して、EFA条件1
(1.6± 0.2m/s)、EFA条件2 (1.7± 0.2m/s) で有意に高い値を示
し、EFA条件間の比較では有意差を認めなかった。歩行率は通
常条件 (124.6± 6.2bpm) または EFA条件2 (125.4± 27.6bpm)
と比較して、EFA条件1 (134.6± 8.8bpm)で有意に高い値を示
した。歩幅は通常条件 (0.7± 0.1m) または EFA条件1 (0.7±
0.1m) と比較して、EFA条件2 (0.8± 0.1m) で有意に高い値を示
した。歩行周期時間は通常条件 (1.0± 0.1s)または EFA条件2
(1.0± 0.1s)と比較して、EFA条件1 (0.9± 0.1s)では有意に低い
値を示した。立脚時間割合は通常条件 (59.0± 1.5%)と比較して、
EFA条件1 (60.0± 2.3%)では有意に高い値を示し、EFA条件2
(59.1± 2.3%)では有意差が認められなかった。遊脚時間割合は
通常条件 (41.0± 1.5%)と比較して、EFA条件1 (40.0± 2.3%)で
有意に低い値を示し、EFA条件2 (40.9± 2.3%)とは有意差が認
められなかった。
【考察】
歩行率を増加させるリズム音に合わせて歩行するEFA条件1の
教示では歩幅を変えずに歩行率の増加が促され、EFA条件2の
教示では歩行率や歩行周期の明らかな変化を伴わずに歩幅の増
加が促進され、それぞれ歩行速度が増加したと考えた。
【結語】
健康な若年成人において、本研究で用いたEFAに基づく言語教
示は、歩幅、歩行率を変化させ、即時的に歩行速度を増加させ
る可能性があることが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
研究を実施するにあたり、対象者全員に本研究の主旨と倫理的
配慮について説明し同意を得た。なお、本研究は杏林大学保健
学部倫理委員会の承認を得て実施した (承認番号29-89)。

【方法】対象は健常青年11名で全員右利きであった。静かで明
るい部屋で被験者の前頭部にヘッドモジュール (OEG-16、スペ
クトラテック社)を装着させて重心動揺計 (GP-7、アニマ社)上
で両踵内側を接し足尖を30° 開いた立位を60秒間保持させた。
立位条件は１．開眼、２．フォームラバー上開眼、３．フォー
ムラバー上閉眼、４．２にLFT負荷、５．３にLFT負荷の５条
件であった。開眼時には前方2ｍ離れた固視標を注視させた。
LFTは語頭音に関連する単語を想起させ、検査後口頭で報告さ
せた。試行は休憩を挟み各１回ランダムに実施し、単語数、総
軌跡⾧および酸素化ヘモグロビン (oxy-Hb)濃度を同時記録し、
歩行条件１を対照として各測定値の比率を算出した。なお、
oxy-Hb濃度の分析には左右の前側部と中央部の３部位に分けて
行った。統計学的検討は繰り返しのある二元配置分散分析を行
った。
【結果】４条件の総軌跡⾧はLFTと開閉眼で主効果を認めたが、
交互作用は見られなかった｛LFT:F(1,20)=7.29, p=0.01, 開閉
眼:F(1,20)=54.31, p=0.00｝。また、４条件の左前側部の
oxy-HbはLFTのみ主効果を認めた｛F(1,20)=35.40, p=0.00｝。
LFTの単語数は開閉眼による差を認めなかった。
【考察】総軌跡⾧では歩行条件３と５で高値を示し、特に後者
が最も高値を示した。このことは本検査が主に前庭感覚情報で
立位保持しており二重課題となるLFTを同時に行うと情報処理
量が過多となり、身体動揺の増大を引き起こしたと考えられる。
一方、中央部と右前側部のoxy-Hb濃度は歩行条件による差を認
めなかったが、LFTを課した歩行条件４と５で増加したことか
ら単語想起のための認知処理を反映したものと考えられる。
【結語】本検査は末梢前庭障害の判定に有効であるが、認知課
題により成績に変動が生じるため、測定環境の整備及び他の検
査の併用が必要と考えられる。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき
被験者に書面及び口頭にて研究の目的と趣旨を説明し、全員か
ら署名による同意が得られた。
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ウェアラブルセンサーによるリアルタイムフィ
ードバックを用いた歩行練習の即時効果: 若年健
常成人と入院患者における検討

ポスター発表2

局所振動刺激による運動錯覚性の重心位置変化
に対する筋反応

○阿久澤 弘 1,2)，森戸 剛史 3)，押川 智貴 4)，
大久保 雄 5)，金岡 恒治 4)
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) 早稲田大学 スポーツ科学研究科
4) 早稲田大学 スポーツ科学学術院
5) 埼玉医科大学 保健医療学部 理学療法学科

○宮﨑 宣丞 1)，竹下 康文 2,3)，下世 大治 3)，
柿元 翔吾 2)，中島 将武 2)，荒木 草太 4)，
松澤 雄太 2)，中井 雄貴 4)，川田 将之 4)，
木山 良二 4)
1) 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 整形外科学
2) 鹿児島大学大学院 保健学研究科
3) 垂水市立医療センター垂水中央病院 リハビリテーション
室
4) 鹿児島大学 医学部保健学科

【目的】
筋，腱に対する局所への振動刺激は筋紡錘の興奮を惹起し，そ
の筋が伸⾧されているという運動錯覚を起こす．閉眼両脚立位
で下腿三頭筋筋腱移行部に振動刺激を加えることで，下腿三頭
筋が伸⾧され，重心が前方に移動しているという錯覚を起こす．
この錯覚に対して重心を後方に移動させて姿勢調整を行う反応
がみられるが，この反応時の体幹深部筋を含む筋活動は明らか
にされていない．本研究の目的は，下腿三頭筋筋腱移行部に対
する局所的な振動刺激により引き起こされる身体後方偏位時の
体幹，下肢筋活動を明らかにすることとした．
【方法】
健常成人男性15名を対象とした．筋活動解析の被験筋は腹横筋，
内腹斜筋，多裂筋，大殿筋，中殿筋，大腿直筋，大腿二頭筋，
半腱様筋，腓腹筋内側頭，前脛骨筋の10筋とした．全筋右側を
計測した．腹横筋の筋活動計測にはワイヤ電極を使用し，それ
以外の筋活動計測には表面電極を使用した．振動刺激による身
体の後方偏位量を定量化するため，胸骨剣状突起に反射マーカ
ーを貼付し，赤外線カメラ8台で撮影した．被験者には閉眼両
脚立位姿勢を30秒保持するように指示した．前半15秒は振動
刺激なし，後半15秒は振動刺激を加える条件設定とした．計測
回数は3回とした．振動装置の振動周波数は50Hzとして，両側
の下腿三頭筋筋腱移行部に振動刺激を加えた。それぞれの条件
において10秒間の各筋の平均筋活動量 (%MVIC)と反射マーカ
ーの前後方向の平均空間位置を算出し，3回の平均値を代表値
とした．条件間の比較には対応のあるt検定，もしくは
Wilcoxonの符号順位検定を用いた．有意水準は5%とした．
【結果】
振動刺激条件では，反射マーカー位置が有意に後方に変位した
(1.86± 0.81cm)．また，振動刺激条件において腹横筋 (振動あ
り8.1± 5.2％，振動なし6.8± 4.9％)と大腿直筋 (振動あり3.0±
2.5％，振動なし2.0± 2.2％)の筋活動量は有意に増加し，多裂
筋 (振動あり4.3± 3.4％，振動なし5.0± 3.6％)と大腿二頭筋 (
振動あり2.9± 2.1％，振動なし4.4± 3.3％)の筋活動量は有意に
低下した．
【考察】
振動刺激による運動錯覚のため，身体が一定の位置まで後方に
偏位すると，中枢神経は前庭などからの情報をもとに身体の後
方偏位を認知し，偏位を止めるように運動制御を行うと考える．
このような微細な重心変化に伴う姿勢制御には，体幹，骨盤運
動の力産生に有利な表層の内腹斜筋ではなく，脊椎の分節的な
コントロール機能を持つ腹横筋が関わる可能性が示唆された．
また，腹横筋ととに股関節屈筋である大腿直筋が重心後方移動
を制動する一方，体幹と股関節の伸展に関わる多裂筋，大腿二
頭筋の活動は抑制されたと考える．
【結語】
わずかな身体後方偏位を制御するために，体幹深部筋である腹
横筋が関わる可能性示された．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は発表者が所属する大学の研究倫理委員会 (承認番号:
2021-042)の承認を得て実施した．

【目的】
歩行に直接的に介入する方法の1つとして，リアルタイムフィ
ードバックを用いた歩行練習が挙げられるが，臨床現場におけ
る検討は少ない。本研究の目的は，ウェアラブルセンサーによ
るリアルタイムフィードバックを用いた歩行練習の即時効果を
検討することである。
【方法】
対象は健常成人12名 (21.5± 1.2歳，女性3名)および入院中の
虚弱高齢者１名 (71歳，女性)とした。フィードバックによる歩
行練習の前後に実施した10m歩行テスト時の歩容を比較し，歩
容の即時的変化を分析した。練習前の歩行テストでは通常通り
歩行させ，練習後のテストではフィードバックで練習した歩容
を順守させた。歩行テストは各2回実施し，仙骨後面，両側の
大腿と下腿の前面，足背部に固定した慣性センサー (Mtw
Awinda)を用いて計測した。
フィードバック下での歩行練習は30mの歩行路で1分間実施し
た。歩行条件は，通常歩行，推進力に関連する要因と考えられ
る立脚後期の足関節底屈と下肢全体の伸展角度をそれぞれ強調
した計3条件の歩行とした。快適歩行時の関節角度を20％増し
た角度を目標値とし，目標値に達した際に音声でフィードバッ
クした。足関節条件では「音が鳴るように足で蹴って歩いてく
ださい」，下肢伸展条件では「音が鳴るように脚全体を後ろに
伸ばして歩いてください」と指示した。
歩行テストのデータは各歩行の中央5歩行周期を解析し，歩行
速度，立脚後期における足関節底屈角度，下肢伸展角 (矢状面
における大転子と外果を結ぶ線と，垂直線のなす角度)を算出
した。2試行の平均値を代表値とし，歩行練習前後の各指標の
変化量Δ を比較した。有意水準は5％未満とした。
【結果】
健常成人では，足関節条件と下肢伸展条件において歩行速度が
即時的に増加し (Δ 0.15-0.19 m/s，p ･ .01)，足関節底屈角度
(Δ 14.8 ± 13.7° ，45％増)と下肢伸展角 (Δ 4.8 ± 4.0° ，19
％増)は目標値と同等度以上の増加を認めた。一方，虚弱高齢
者の歩行速度の増加はわずかであったが (Δ 0.01-0.04 m/s)，
足関節底屈角度 (Δ 6.5° ，20％増)と下肢伸展角 (Δ 4.8± 4.0° ，
32％増)は増加し，下肢伸展条件での増加が顕著であった。
【考察】
健常成人では，フィードバックの指標に応じて歩容の特異的な
変化に伴って，歩行速度が増加した。本研究プロトコルは臨床
現場における実現可能性を示した。虚弱高齢者でもフィードバ
ックによる歩容変化は認めたものの，歩行速度の変化はわずか
であり，若年者とは効果が異なることが示唆された。
今後も継続して症例を蓄積し，加齢に伴う身体機能低下などを
考慮した適切な指標や閾値の設定に向けて検討を行っていきた
い。
【結語】
ウェアラブルセンサーを用いた歩行のリアルタイムフィードバ
ックにより，指標に応じた歩容の変化を認めた。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，発表者の所属施設における倫理委員会の承認を得て
実施した(承認番号: 倫委第20-8号)。
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若年健常の階段降段動作における運動学・運動
力学的特徴

ポスター発表2

高齢健常者における階段1段目昇段の外的膝内転
モーメントの変化とその要因 -若年健常者と比較
して-

○川井 柚葉 1)，浮城 健吾 1)，三上 達也 1)，
大森 啓司 1)，三浦 浩太 1)，館山 唯 1)，高橋 大河 1)，
川上 健作 2)，鈴木 昭二 3)，大越 康充 4)
1) 悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部
2) 函館工業高等専門学校 生産システム工学科
3) 公立はこだて未来大学 システム情報科複雑知能学科
4) 悠康会 函館整形外科クリニック 整形外科

○三上 達也 1)，浮城 健吾 1)，大森 啓司 1)，
千田 周也 1)，吉田 俊教 1)，川上 健作 2)，
鈴木 昭二 3)，前田 龍智 4)，大越 康充 4)
1) 悠康会 函館整形外科クリニック リハビリテーション部
2) 函館工業高等専門学校 生産システム工学科
3) 公立はこだて未来大学 システム情報科学部 複雑系知能
学科
4) 悠康会 函館整形外科クリニック 整形外科

【目的】日常生活において階段昇降動作の困難感が増加するほ
ど患者満足度が低下することが報告されている．当院において
術後3ヶ月に評価し得たTKA症例のうち25％が1足1段での階段
昇降，特に降段が不可能であった．階段昇降では大きな可動域
と大腿四頭筋筋力，特に降段では遠心性筋力が要求されること
が知られているが，この膝関節機能を代償する戦略に関与する
知見は不十分である．本研究の目的は健常者における階段昇降
動作における矢状面上の運動学的・運動力学的特徴から降段が
困難である要因を明らかにすることである．
【方法】当院検診に参加した若年健常10例20膝(年齢29.5±
4.7歳,身⾧164.0± 8.6cm,体重58.1± 8.9kg)を対象とした．光
学的モーションキャプチャ技術を用い，自由速度の階段昇段お
よび降段を3次元計測した．階段の寸法は蹴上18cm，踏面
30cmの4段であった．赤外線カメラ8台,床反力計2枚を用い，
ポイントクラスター法に準じ膝キネマティクスを解析，逆動力
学計算により外的膝関節モーメントを算出した．体幹前傾角度
は，両肩峰の中点と両大転子マーカーの中点を結ぶ線分と鉛直
線がなす角度とした．左右3テイクを施行し，平均値を算出し
た．一歩行周期を100％に規格化した．統計解析には対応のあ
るt検定を用い，有意水準を5％とした．
【結果】膝屈曲角度のピーク値は昇段と降段で有意差は認めら
れなかった．体幹前傾角度は一周期を通して昇段動作が有意に
高値であり，降段動作は直立に近かった (昇段:11.3± 3.8° ，
降段:0.1± 2.3° ) ．床反力は昇段降段ともに2峰性を示してお
り，1st ピークで降段が有意に高値であった．外的膝屈曲モー
メントのピーク値は昇段と降段で有意差は認められなかった．
【考察】本研究結果より降段動作における体幹前傾角度は昇段
動作に較べ，一周期を通して有意に低値であった．昇段動作に
おいて体幹前傾が増加することは体重心を荷重側の膝関節中心
に近づけることによって，矢状面におけるレバーアームを短く
し，膝関節の身体を前上方に運ぶ役割を補助していると考えら
れる．一方，降段動作において大きな遠心性収縮が求められる
にも関わらず，体幹前傾角度はほぼ直立位であった．降段動作
では膝関節の筋力を補うために体幹を前傾させると，健常若年
者といえども転倒の危険性が高まるため，体幹を前傾させるこ
とができないものと考えられる．降段動作では，筋の収縮様式
が遠心性であるのに加えて，体幹前傾による調節戦略の自由度
が低いことが動作をより困難なものにしていると考えられた．
【結語】降段動作では体幹前傾角度による調整戦略の自由度が
低いことが動作をより困難にする要因と考えられた．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は当院の生命倫理委員会(
承認番号:HOC-CO2-5)の承認を受け，ヘルシンキ宣言に準拠
し実施された．またすべての対象者に対して本研究に関する説
明を口頭および文書で十分に行ったうえ，署名同意を得た．

【目的】
外的膝内転モーメント(Knee Adduction Moment; KAM)は，膝
関節内側面への負荷の指標の1つであると知られている．昇段
動作の加齢によるKAMの変化は明らかではなく，この要因を知
ることはKAMを減じるための理学療法において有用と考えられ
る．本研究の目的は，高齢健常者と若年健常者の階段1段目昇
段動作におけるKAMを比較することで，加齢によるKAMの変
化とその要因を明らかにすることである．
【方法】
当院健診に参加した高齢健常者10例20膝(高齢群，男性5例女
性5例，年齢69.0± 2.5歳，Femoro-Tibial Angle; FTA 178.3±
2.3° )を対象とした．高齢群に性別，FTAをマッチさせた若年
健常者10例20膝(若年群，男性5例女性5例，年齢29.5± 4.7歳，
FTA 176.9± 3.0° )を比較対照とした．これらの対象に対し，
光学的モーションキャプチャ技術を用い，快適速度での階段昇
段を左右3テイク施行した．赤外線カメラ8台，床反力計2枚を
用い，計測周波数は各々120Hzとした．階段の寸法は蹴上
18cm，踏面30cmの4段であり，1段目直下に床反力計が設置
された．ポイントクラスター法に準じた膝キネマティクス，逆
動力学計算によりKAMを算出した．マーカー情報よりグローバ
ル座標系に対する大腿骨，脛骨セグメント角度，体幹側屈角度，
歩隔および膝関節中心から前額面上に投影した床反力作用線ま
での垂直距離を膝レバーアーム(Lever Arm; LA)として算出した．
セグメント重心法により身体重心位置(Center of Gravity; COG)
を算出し，前額面におけるCOGと足圧中心(Center of Pressure;
COP)の側方距離(COG-COP距離)を算出した．解析区間は1段目
の立脚期とし，第一両脚支持期(0-20%)，単脚支持期(SS，
21-79%)，第二両脚支持期(80-100%)に相分けした．統計解析
は，両群の比較に対応のないt検定を用いて検討し，有意水準
は5%とした．
【結果】
KAMは，両群ともに二峰性のグラフを示したが，高齢群では単
脚支持期である35-75%立脚期で高値を示した．膝LAは，
39-100%立脚期において，高齢群で有意に⾧く，脛骨のセグメ
ント角度は，47-76%立脚期において，高齢群で有意に外傾し
ていた．大腿骨セグメント角度，膝内反・体幹側屈角度，歩隔，
床反力の大きさ，COG-COP距離では有意差はなかった．
【考察】
KAMは，床反力の大きさと膝LAの積で表すことができる．本
研究結果から，加齢に伴うKAMの増加は膝LAの変化が影響し
ており，その要因は脛骨の外傾と考えられた．体幹や重心位置
等は加齢による変化を認めなかったが，脛骨の運動は若年者と
異なっており，これが階段昇段に伴うKAM増加の一因である可
能性が考えられた．
【倫理的配慮】
本研究は当院の生命倫理委員会の承認を受け，ヘルシンキ宣言
に準拠し実施された．またすべての対象者に対して本研究に関
する説明を口頭および文書で十分に行ったうえ，署名同意を得
た．
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降段動作の速度低下が身体重心及び遊脚足部の
制御に及ぼす影響

ポスター発表2

段差跨ぎ動作時における身体協調性の加齢変化
:Uncontrolled manifold 解析による検討

○中村 純 1)，居倉 怜央 2)，阿南 雅也 1,2)
1) 大分大学 福祉健康科学部理学療法コース
2) 大分大学 福祉健康科学研究科健康医科学コース

○須田 祐貴 1,2)，児玉 謙太郎 3)，中村 高仁 1,4)，
坂崎 純太郎 1,2)，樋口 貴広 1)
1) 東京都立大学 人間健康科学研究科
2) 東京湾岸リハビリテーション病院 リハビリテーション部
3) 東京都立大学 大学教育センター
4) 埼玉県立大学 保健医療福祉学部

【目的】
階段昇降動作は，60歳以上の高齢者が日常生活活動上で困難と
訴える動作の上位5つに数えられる．特に降段動作は，身体重
心(以下，COM)を前下方に移動させることと，遊脚足部を適切
に踏面に接地させることの2つのタスクが要求される．このた
め，高齢者や膝関節疾患患者にとって困難な動作となりやすい．
また，高齢者や膝関節疾患患者では，降段速度が低下する傾向
がある．降段速度が異なれば，COMや遊脚足部の制御に影響
があることが予測される．そこで本研究では，健常若年者を対
象として降段動作の速度低下によるCOM及び遊脚足部の変動
を調べることにより，降段動作の制御に及ぼす影響を明らかに
することを目的とした．
【方法】
対象は健常者5人(年齢21．6± 1．6歳)であった．対象者の身
体ランドマークに60個の赤外線反射マーカーを貼付した．赤外
線カメラ10台からなる三次元動作解析システムを用い，サンプ
リング周波数100Hｚで計測し，マーカー座標を取得した．課
題動作は，4段構成の階段を用いた右足からの1足1段での降段
動作とし，被験者の快適速度で行う条件(以下，条件N)とそれ
よりも遅い60beat/minに設定したメトロームに合わせた速度
で行う条件(以下，条件S)の2条件で行った．計測は各条件10回
ずつとした．1回の試行で2回の左足遊脚期を取得し，解析区間
とした．データ演算ソフトウェアを用いて，マーカー座標を基
にCOMと左第5MP関節の試行間の分散を算出した．統計学的
解析には統計ソフトウェアを用いて正規性のある場合には2標
本t検定， 正規性が認められない場合にはMann-Whitneyの検
定を行った．なお，有意水準は5%未満とした．
【結果】
前後方向COMの分散は，2条件間で有意差は認められなかった．
鉛直方向COMの分散は遊脚期の13-42%において，条件Sが条
件Nと比較して有意な低値を示した(p＜0．05)．左第5MP関節
の前後方向の分散は，2条件間で有意差は認められなかった．
左第5MP関節の鉛直方向の分散は遊脚期の5-7%，53-66%にお
いて，条件Sが条件Nと比較して有意な低値を示した(p＜0．
05)．
【考察】
速度を低下させた降段動作ではCOM及び遊脚足部の鉛直方向
の変動が小さくなった．これらのことから，高齢者や膝関節疾
患患者にみられる速度を低下させた慎重な降段動作は，COM
及び遊脚足部の鉛直方向への動きを安定化させる働きがある可
能性が示唆された．これらのタスクの制御には関節の運動も関
係してくるため，今後は関節角度の変動や協調性の観点からも
検討する必要がある．
【結語】
本研究より，降段動作の速度を低下させることは，COM及び
遊脚足部の鉛直方向への移動を安定化させる働きがあることが
示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に則った研究であり，発表者が所属す
る施設の倫理委員会の承認(承認番号:F210033)を得て実施した．
なお，対象者には本研究の目的と趣旨を十分に説明し，口頭及
び文書による同意を得た．

【目的】高齢者が状況に応じた柔軟な歩行調整を苦手とする問
題は，転倒の要因として注目される。この背景には，高齢者が
身体の持つ冗⾧性を十分に利用できず単調な動きを繰り返すこ
とが原因として考えられている。このような単調な動きは，段
差跨ぎ場面における高齢者の特徴である，「必要以上に足を挙
げて回避する保守的な回避行動」にも共通してみられる。保守
的戦略は，確実な衝突回避に寄与するものの，どんな高さの障
害物でも同じ動作パターンでの回避を誘導する。すなわち，高
齢者は保守的な戦略の結果，動作の多様性が減少し，単調な動
きが誘導されている可能性がある。こうした動作の多様性は
Uncontrolled manifold (UCM)解析により，制御目標 (タスク変
数)を安定させる冗⾧な身体各要素の協調性の観点で評価でき
る。したがって本研究では，足尖挙上位置をタスク変数と仮定
したUCM解析により，段差跨ぎ動作時における協調性の加齢変
化，ならびに跨ぎ脚による影響を検証した。さらに，保守的な
戦略と協調性の関連も検討した。
【方法】26名の高齢者(70.9 ± 7.4歳)と21名の若齢者(25.4 ±
5.0歳)を対象とした。参加者は，3ｍ前方にある高さ8cmの段
差を歩行しながら跨いだ。先導脚，後続脚それぞれが障害物を
跨ぐ瞬間において，UCM解析を実施した。UCM解析で得られ
るΔ Vzが高い場合，足尖挙上を一定に維持する各関節の協調パ
ターンが多いことを示す。統計解析として，年齢 (高齢者，若
齢者)× 跨ぎ脚 (先導脚，後続脚)の２要因分散分析をΔ Vzに対
して実施した。さらに，クリアランスとΔ Vzの関連をスピアマ
ンの相関分析を用いて評価した。
【結果】Δ Vzに対する分散分析の結果，交互作用及び年齢によ
る主効果はみられなかった。跨ぎ脚での主効果のみ有意であり，
先導脚の方が後続脚よりも有意に高かった。さらに相関分析の
結果，クリアランスとΔ Vzの間に有意な負の相関が得られた。
【考察】本研究の結果から，段差跨ぎ動作時の身体協調性は，
年齢による有意な違いが見られなかったものの，跨ぎ脚間の制
御の違いや足を高く上げる人ほど，協調性が低下することが明
らかとなった。跨ぎ脚間の比較から，年齢に関わらず，先導脚
の方が足尖を安定させるために多様な関節協調パターンを利用
していることがわかった。また，相関分析の結果から年齢に関
わらず，足を高く挙上する人，すなわち保守的な戦略をとる人
ほど，協調性が低下している可能性が示された。
【結語】段差跨ぎ動作における身体協調性の加齢変化は確認さ
れなかったものの，保守的な回避戦略をとる人は，柔軟な歩行
調整能力が低下してい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:H3-129)の承認を得て実施した。
参加者には研究の趣旨と内容，得られたデータは研究目的以外
に使用しないこと，個人情報の管理について説明し，同意を得
た上で協力を得た。
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昇段動作における空気圧ゲル人工筋肉を用いた
効果的なアシストタイミングの検討

ポスター発表2

変形性膝関節症患者における膝関節受動特性変
化の同定

○豊田 裕大 1)，栗田 雄一 2)，SWAGTA DAS 2)，
来間 千晶 3)，岩本 義隆 2)，石井 陽介 1)，高橋 真 1)
1) 広島大学大学院 医系科学研究科
2) 広島大学大学院 先進理工系科学研究科
3) 広島大学 デジタルものづくり教育センター

○横山 萌香 1,2)，横山 光 3)，久保田 圭祐 4)，
平田 恵介 5)，塙 大樹 6)，藤野 努 6)，宮澤 拓 6)，
⿁塚 勝哉 2)，金村 尚彦 4)
1) 順天堂大学 大学院医学研究科
2) 埼玉県立大学 大学院保健医療福祉学研究科
3) 東京農工大学 大学院工学研究院
4) 埼玉県立大学 保健医療福祉学部
5) 東京家政大学 健康科学部
6) 人間総合科学大学 保健医療学部

【目的】
空気圧ゲル人工筋肉 (Pneumatic gel muscle:以下，PGM) はア
シストトルクを発生させ，動作時に必要な筋活動量を減少させ
ることができる．一方で，PGMを使用する際には着用者の運動
主体感も重要である．これらはアシストタイミングに影響を受
けるとされているが，アシストタイミングを変化させた際の両
者の関係については十分な検討がなされていない．そこで本研
究では昇段動作で，PGMによるアシストタイミングを変化させ
た際の筋活動と運動主体感に着目し，効果的なアシストタイミ
ングを検討することを目的とした．
【方法】
被験者は健常若年男性7名とした．課題動作は二足一段での昇
段動作で，メトロノーム (60 bpm)に合わせて実施した．条件
は，PGMによるアシストがないOFF条件と，アシストの時間遅
れが0msのDelay0条件，300msのDelay300条件の3条件で行っ
た．PGMは右大腿前面～右下腿前面に装着し，膝伸展をアシス
トした．また段差の端に設置した感圧センサーが踏まれること
でPGM作動のトリガーが入り，その時点を基準にアシストタイ
ミングを制御した．解析区間は，センサーが踏まれた瞬間を
0msとし，その地点から-500ms～+1000msとした．運動学デ
ータは，3次元動作解析システムVICON MX (Vicon Motion
System社) を用いて同定した．得られたデータを基に解析ソフ
トウェアNexus2．0 (Vicon Motion System社) を用い，股関節
角度と膝関節角度を算出した．外側広筋 (Vastus lateralis:以
下，VL) と大殿筋 (Gluteus maximus:以下，GM) の筋活動は，
Delsys Trigno Wireless EMG System (Delsys社) を用いて，表
面筋電図を導出した．運動主体感は質問紙を作成し， -3 (強く
反対) ～+3 (強く賛成)で評価した．得られたデータに対し，各
条件間で対応のあるt検定を行い，有意水準は5%とした．なお，
Sequential Bonferroni法を用いてp値の調整を行った.
【結果】
VLの筋活動は，OFF条件と比較して，Delay条件で有意に低値
を示した (p＜0.05)．運動主体感は，OFF条件に比べてDelay0
条件で有意に低値を示した (p＜0.05)．関節角度は条件間で有
意な差は認められなかった．
【考察】
VLの筋活動はPGMによるアシストで減少していたが，Delay条
件間では有意な差は認められなかった．また，運動主体感は
Delay0条件のみ平均評価が＋1を下回っていた．先行研究では
平均評価＋1以上で運動主体感を感じている状態とされている
ため，Delay0では運動主体感が損なわれていると考えられる．
これらのことから，PGMの作動タイミングは時間遅れを設定し
た方がより効果的なアシストとなることが示唆された．
【結語】
本研究において，運動主体感を考慮すると，PGMのアシストタ
イミングとしては時間遅れが効果的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】
膝関節圧縮応力は筋活動による能動的な力だけでなく、靭帯な
どの軟部組織伸張による受動的な力も影響する(Sherburne,
2005)。力学的負荷増大が進行に関与する変形性膝関節症(膝
OA)は、進行とともに膝関節拘縮が生じるため、受動抵抗性増
大が問題になることが予想される。しかし、膝OA患者の受動
膝関節モーメントを健常高齢者と比較した唯一の研究では、単
一の股関節肢位における膝伸展最終域でのみを検討し、差がな
かったことを報告した(Reid, 2010)。一方で先行研究の方法は
他の関節肢位を検討しないこと、実際に比較した膝関節角度が
統制できていない問題があり、方法的問題を包含する可能性を
有す。本研究では実測値をモデル化して比較することで、上述
の問題を解決して膝OA患者の受動特性変化を検出することを
目的とした。
【方法】
対象は膝OA患者7名、健常高齢者7名を対象とした。2関節筋の
影響を考慮した受動関節モーメントの個人モデルを作成するた
めに、股関節や足関節の角度を変えた際の膝受動運動を計測し
た。自作の力覚センサ付きアタッチメントを装着したBIODEX
と三次元動作解析装置 Viconを組み合わせ、パッシブモード
(10° /sec)で膝関節屈伸運動を3回実施した。力覚センサから得
られた力情報と算出した下肢3関節の角度を使用して逆動力学
解析を行い、受動膝関節モーメントを求めた。算出した受動膝
関節モーメントはモデル化を目的に、先行研究のdouble
exponential function(Riener,1999)に対して最小二乗法でパラ
メーターを決定し、個人モデルを作成した。股関節0, 30, 60,
90度屈曲位での膝関節伸展運動(0-150° )に足関節条件
(-20,0,20度背屈位)を組み合わせた12条件における受動膝関節
モーメントの予測値を算出した。波形の正規性検定後、
Statistical non-Parametric Mappingで2群比較し、受動膝関節
モーメントが増大が生じる条件を検討した。有意水準はp<0.05
とした。
【結果】
股関節中間位～30° 屈曲位、かつ、足関節中間位～背屈位の条
件において膝関節屈曲30° 以降の他動膝関節伸展運動時に膝
OA患者群の受動膝関節屈曲モーメントが増大することが明ら
かになった。
【考察】
実測値をそのまま比較した先行研究が膝OA患者の受動膝関節
モーメントの変化を検出できなかったのに対して、本研究では
個人モデル作成後に角度条件を統一して算出した予測値を比較
することで、特に足関節背屈角度が増大した際に膝OA群が受
動膝関節モーメントを増大する特徴を持つことが明らかになっ
た。
【結語】
本研究では個人モデルを作成して予測値を比較することで、膝
OA患者は下腿三頭筋などの短縮の影響を受け、受動抵抗性が
増大する可能性を示した。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は研究実施時の所属・埼玉県立大学倫理審査委員会の承
認を得た(承認番号: 19510)。被験者には実験説明を研究に先立
って行い、紙面を参照しながら口頭で説明を行った。その後、
同意書に署名を得た。
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立脚期の膝関節角度変化が筋活動や膝関節負荷
に及ぼす影響

ポスター発表2

若年健常者の膝関節伸展運動における内側広筋
および外側広筋の運動単位活動特性に性差はあ
るか

○居倉 怜央 1)，中村 純 2)，阿南 雅也 1，2)
1) 大分大学 福祉健康科学研究科健康医科学コース
2) 大分大学 福祉健康科学部理学療法コース

○桑原 大輔 1)，梅原 拓也 2)，國木 壮大 1)，
木藤 伸宏 2)
1) 広島国際大学大学院 医療・福祉科学研究科
2) 広島国際大学 総合リハビリテーション学部

【目的】
変形性膝関節症(以下，膝OA)は，関節軟骨の破壊や骨変化の進
行により，膝関節に不安定性をもたらす．そのため，関節不安
定性を代償するために膝関節周囲筋の共同収縮を増加させ関節
安定性を高める．このような膝関節への負荷を評価する指標と
して外部膝関節内転モーメント(以下，KAM)や外部膝関節屈曲
モーメント(以下，KFM)が用いられる．KAMは内側型膝OAと
の関連性があり，歩行時の前額面上の変化に着目した研究が多
く報告されているが，矢状面上の膝関節動態の変化による膝関
節周囲の筋活動やKAMへの影響は検討されていない．そこで本
研究の目的は，立脚初期の膝関節角度変化が膝関節周囲の筋活
動や膝関節負荷に対し，どのような影響を及ぼすか検討するこ
ととした．
【方法】
対象者は健常者5人(男性:4人，女性:1人，年齢:22.4± 1.0
歳)であった．60個の赤外線反射マーカーと片側下肢の膝関節
周囲筋 (半腱様筋，大腿二頭筋，内側腓腹筋，外側腓腹筋，内
側広筋，外側広筋)に筋電電極を貼付した．赤外線カメラや床
反力計からなる三次元動作解析システムおよび筋電計を用い，
Normal(N)歩行，立脚初期の膝関節角度を増加させたMore
Flexion(MF)歩行，減少させたLess Flexion(LF)歩行の3条件の計
測を行った．解析項目は，床反力，関節角度，関節モーメント，
レバーアーム，共同収縮指数(以下，CCI)を算出し，条件間比較
を行った．計測回数は各条件5回とし，解析区間は右立脚期と
した．統計学的解析には統計ソフトウェアを用いて，正規性の
確認後，1元配置分散分析を行った．なお，有意水準は5%未満
とした．
【結果】
膝関節屈曲角度は，N歩行とMF歩行，MF歩行とLF歩行の間に
有意差が認められた．KFM，KFM積分値，矢状面上のレバーア
ームでは，MF歩行とLF歩行の間に有意差が認められた．その
他の項目では3条件間に有意差が認められなかった．
【考察】
KFMとKFM積分値には有意差が認められたが，KAMとKAM積
分値には有意差が認められなかった．このことは膝関節屈曲角
度の変化により矢状面上のレバーアームは変化したが，前額面
上のレバーアームはほとんど変化がなかったためと考えられる．
また，CCIにおいても有意差は認められなかった．このことは
膝OA患者では膝関節屈曲角度の減少とCCIの増加により，関節
安定性を高めるという報告とは異なる結果となった．そのため，
今後は膝OA患者における影響に関しても検討する必要がある．
【結語】
本研究より，健常者の歩行時の膝関節屈曲角度の変化は，KFM
には影響を及ぼすが，KAMやCCIには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則った研究であり，実験に先立ち，
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:
F200025)を得て実施した．なお，対象者には本研究の目的と
趣旨を十分に説明し，口頭および文書による同意を得た．

【目的】本研究の目的は、若年健常者の膝関節伸展運動におけ
る内側広筋と外側広筋の運動単位活動特性の性差を検討するこ
ととした。
【方法】対象は、下肢および体幹に整形外科的疾患のない健常
男性4名 (年齢:25.0 ± 2.5歳)と健常女性5名 (年齢:21.0 ±
0.0歳)とした。測定課題は、等尺性膝関節伸展の最大下随意筋
収縮 (%Maximum Voluntary Contraction:%MVC)とした。
%MVCは、Biodex System Ⅲ (Biodex,Japan)により20, 40, 60%
の台形収縮課題を視覚フィードバック下で測定した。主な測定
項目は、各%MVCでの内側広筋 (Vastus Medialis:VM)と外側
広筋 (Vastus Lateralis:VL)の運動単位活動特性とした。運動
単位活動特性は、Trigno Galileo sensor (Delsys,Japan)により得
られた生波形にDecompositionを実施して (Deluca 2015)、各
運動単位の平均発火頻度 (Mean Firing Rates:MFRs)/ 動員閾
値 (Recruitment Threshold:RT)および平均振幅 (Motor Unit
Action Potential Amplitudes:MUAPAMPS)/ RTをプロットし
た近似直線の傾きと切片について算出した。統計解析は、傾き
と切片に対して、筋 (VM，VL)と性別 (男女)を要因とした二元
配置分散分析を課題ごと (20,40,60%MVC)に実施した。また、
実質的な差の程度を効果量の偏η 2で算出した。
【結果】二元配置分散分析の結果、性別要因において、
MUAPAMPS / RTの切片に40%MVCで有意な主効果と大の効果
量を認めた (p =0.02，η 2 =0.34)。またMUAPAMPS / RTの切
片は、男性で高かった (VM:男性 0.01 ± 0.01 mV，女性
-0.01 ± 0.02 mV ; VL:男性 0.02 ± 0.01 mV，女性 -0.01 ±
0.02 mV)。MFRs / RTの切片は、40,60%MVCで性別要因に有
意な主効果と大の効果量を認めた (40%MVC : p =0.02, η 2 =
0.34 ; 60%MVC : p =0.01, η 2 =0.41)。また、MFRs / RTの切
片は40%MVCでも女性で高く (VM : 男性 19.26 ± 4.38 pps，
女性 23.79 ± 4.42 pps ; VL : 男性 19.75 ± 5.30 pps，女性
26.34 ± 3.57 pps)、60%MVCでも女性で高かった (VM : 男性
25.21 ± 4.88 pps，女性 32.12 ± 5.37 pps ; VL : 男性 23.45
± 1.28 pps，女性 30.02 ± 4.70 pps)。
【考察】MUAPAMPS / RTの切片は、40%MVCにおいて男性で
高かった。MUAPAMPSは、TypeⅡ線維比と筋断面積に関連す
ると言われている。TypeⅡ線維比と筋断面積は、男性で高いと
言われている。実際に、本研究でもMUAPAMPS / RTの切片は
男性で高かった。また、MFRs / RTの切片は、40,60%MVCに
おいて女性で高かった。MFRsとの関連因子は明らかでないも
のの、女性で高いと言われている。つまり、女性では、
MUAPAMPSの低さをMFRsの高さで代償する可能性がある。
【結語】MUAPAMPS / RTの切片は、40%MVCにおいて男性で
高く、MFRs / RTの切片は、40,60%MVCにおいて女性で高か
った。つまり、男性ではMUAPAMPS、女性ではMFRsを高める
ことで、要求されたより強い力を発揮する可能性がある。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する施設
の研究倫理委員会 (承認番号 : C21 - 012)の承認を得て実施し
た。
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膝関節周囲の軟部組織の張力が膝蓋骨アライメ
ントに及ぼす影響
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膝関節屈曲角度が膝蓋下脂肪体の表層および深
層の形状に及ぼす影響 -変形性膝関節症による検
討-

○浅山 章大 1,2)，谷口 匡史 1)，八木 優英 1)，
廣野 哲也 1,3,4)，加藤 丈博 1)，簗瀬 康 1,5)，
市橋 則明 1)
1) 京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻
2) ⾧浜赤十字病院 リハビリテーション科
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) 同志社大学 スポーツ健康科学部

○中山 昇平 1,2)，福元 喜啓 2)，小竹 俊郎 3)
1) こたけ整形外科クリニック リハビリテーション科
2) 関西医科大学 リハビリテーション学部
3) こたけ整形外科クリニック 整形外科

【目的】
膝蓋下脂肪体 (IFP)は，膝蓋腱深層，膝蓋骨下，脛骨上に位置
する滑膜によって表層と深層に分けられる組織である。超音波
画像による観察では，膝関節の屈曲-伸展には特にIFP表層の動
態が関与すると報告されている。IFPの病変は変形性膝関節症 (
膝OA)と関係するとされるが，膝OAにおける屈曲伸展時の表層
および深層の形状の変化は明らかでない。本研究の目的は，１
)安静時における膝OAの炎症側と非炎症側のIFP面積および輝度
の違いを明らかにし， ２)同側の膝伸展と屈曲時のIFP面積の違
いを調べることとした。
【方法】
対象は片側のみに症状を呈し膝OAと診断された20名 (女性15
名，男性5名，身⾧156.4± 8.8cm，体重59.8± 8.6㎏，年齢
76.3± 9.0歳)炎症側20膝，非炎症側20膝とした。
Kellgren-Lawrence分類による重症度は，GradeⅠ2名GradeⅡ
13名，GradeⅢ3名，GradeⅣ2名であった。測定肢位は安静仰
臥位で膝伸展0° および屈曲90° とし，超音波診断装置を用い
て膝蓋腱と平行にプローブを接触させ，IPF⾧軸像を描出した。
画像解析ソフトを用いて膝蓋腱，IFP表層，深層の面積を算出
し，また輝度をグレースケールにて算出した。統計解析は，炎
症側と非炎症側の面積と輝度の差 および同側の伸展と屈曲時
の面積の差に関して，正規性の検定，Wilcoxon符号順位和検定
および対応のあるT検定を用いて検討した。有意水準は5％とし
た。
【結果】
安静時における炎症側と非炎症側の違いについて，面積は膝蓋
腱(p=0.261)，IFP浅層(p=0.571)，IFP深層(p=0.231)，輝度は膝
蓋腱(p=0.676)，IFP浅層(p=0.898)，IFP深層(p=0.062)であり有
意差は認められなかった。同側の面積の違いについて，膝蓋腱
は，炎症側の伸展時に比較して屈曲時で有意に減少(p=0.008)
したが，非炎症側の有意差は認められなかった(p=0.311)。IFP
浅層は，非炎症側の屈曲時に増大(p=0.011)したが，炎症側の
有意差は認められなかった(p=0.475)。IFP深層は両側とも有意
差は認められなかった(p=0.123，p=0.245)。
【考察】
面積に関して，炎症側は，膝屈曲によりIFP浅層は変化せず，
膝蓋腱の面積が減少した。しかし，非炎症側はIFP浅層の面積
が増大し，膝蓋腱は変化しなかった。非炎症側の変化は，膝関
節屈曲時にIFP浅層組織の変化率が大きくなるとする健常者を
対象とした先行研究を支持するものと考えられる。一方，炎症
側は，IFPが膝蓋腱に付着するため周囲の組織病変に影響を受
けて形態が変化する可能性が考えられた。
【結語】非炎症側のIFP浅層の面積は伸展時に比較し屈曲時に
増大するが，炎症側では変化が認められなかった。膝OAは膝
関節運動時のIPF形状の変化に影響を及ぼすことが示唆された。
【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
:2020107)の承認を得て実施した。対象者には書面および口
頭にて研究内容の説明を十分に行い，研究参加の同意書に署名
を得た。

【目的】膝蓋大腿関節痛 (PFP)は膝関節前面痛を特徴とし、膝
関節スポーツ障害で最も頻繁にみられる症状である。膝蓋骨外
側変位 (Shift)と外側傾斜角 (Tilt)の増加といった膝蓋骨アライ
メント異常がPFPの主原因の一つであり、特に、膝関節伸展位
における膝伸展筋力発揮時の膝蓋骨アライメント異常が最も
PFPの有無と関連すると報告されている。しかし、生体におけ
る膝蓋骨アライメントと膝関節周囲軟部組織の張力との関連は
十分に明らかではない。本研究の目的は、膝関節伸展位におけ
る膝伸展筋力発揮時の膝蓋骨アライメントと軟部組織の張力と
の関連を明らかにすることである。
【方法】対象はPFP患者12名 (女性7名、年齢22.5± 3.7歳)と健
常若年者20名 (女性12名、年齢24.1± 3.4歳)とした。測定肢位
は膝関節5° 屈曲位の仰臥位とし、安静条件および1.5Nm等尺
性膝伸展筋力発揮条件の２条件で計測を行った。Shiftおよび
Tiltは超音波診断装置 (US)を用いて計測した。対象の軟部組織
は、大腿直筋、外側広筋 (VL)、内側広筋、外側膝蓋支帯、内側
膝蓋支帯、腸脛靱帯 (ITB)とした。USを用いて、これら軟部組
織の断面積または厚みを計測した。また、せん断波エラストグ
ラフィー機能を用いて、安静条件および力発揮条件での弾性率
を計測した。先行研究に基づき、弾性率と断面積または厚みの
積を張力の指標とした。従属変数をShiftまたはTilt、独立変数
を各軟部組織の張力、調整変数をPFP有無とした重回帰分析を
安静条件および力発揮条件のそれぞれで行った。なお、力発揮
条件での分析においては、受動組織である膝蓋支帯は安静条件
の値を投入し、安静条件の膝蓋骨アライメントも独立変数へ投
入した。有意水準は5%とした。
【結果】重回帰分析の結果、力発揮条件でのShiftには、力発揮
条件でのVL (β =0.45)およびITBの張力 (β =0.35)、安静条件
でのShift (β =0.39)が有意に関連し、Tiltには、安静条件での
Tilt (β =0.59)が有意に関連した。そして、安静条件でのShift
およびTiltにはITBの張力が有意に関連した (β =0.65、β =
0.54)。
【考察】解剖学的に、VLとITBはShiftとTiltを助⾧する作用を
有すると報告されている。これまでに、生体において膝関節伸
展位におけるVLおよびITBの張力と膝蓋骨アライメントの関連
を調査した研究はなく、遺体を用いた研究においてもこれらの
関連に一貫したエビデンスは得られていない。本研究の結果、
膝関節伸展位においてVLおよびITBの張力が増加することで、
ShiftおよびTiltが増加する可能性が示唆された。
【結語】膝伸展筋力発揮中のShiftには、力発揮中のVLおよび
ITBの張力と安静時のShiftが影響し、膝伸展筋力発揮中のTiltに
は、安静時のTiltが影響した。また、安静時のShiftおよびTiltに
は、安静時のITBの張力が影響した。
【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:R2457)の承認を得て実施した。
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等尺性膝関節伸展運動時の大腿四頭筋の膝関節
角度の違いによる神経筋の性質について

ポスター発表2

異なる難易度の認知負荷が予測的姿勢制御の適
応結果に与える影響について

○若木 雄太，佐藤 洋一郎，宮坂 智哉，野村 知広
北海道科学大学大学院 保健医療学研究科リハビリテーショ
ン科学専攻

○榊 悠介 1)，⾧谷川 直哉 2)，大久保 結羽 1)，
赤木 啓真 1)，川田 亜弥 1)，唐 申雷 1)，萬井 太規 3)，
浅賀 忠義 2)
1) 北海道大学 大学院保健科学院
2) 北海道大学 大学院保健科学研究院
3) 大分大学 福祉健康科学部

【目的】
表面筋電図上で発生する筋活動と力の関係は骨格筋中の神経筋
の性質を表すと言われ、これをEMG-force関係という。大腿四
頭筋は人体において最も重要な筋の1つであり、共同筋間の活
動を検証するのに最も適した筋である。これまで共同筋間での
比較はされてはいるものの、異なる関節角度間での共同筋間や
力発揮レベルでの比較は広く検証されていない。そこで本研究
は関節角度の変化が大腿四頭筋のEMG-force関係にどう影響す
るのかを明らかにすることを目的とした。

【目的】
転倒リスクを評価する指標として用いられる選択ステップ課題
(CST) は，認知負荷によって不適切な予測的姿勢制御 (APA)
が観測される割合 (APAエラー率) が増加する．CSTのAPAエラ
ー率の増加と転倒リスクの増加は関連することが報告されてい
る．日常生活は認知負荷の影響を受けることから，二重課題下
でのCSTのAPAエラー率を減少させる介入は転倒リスクを減少
させる可能性がある．二重課題を用いた介入を行うことで二重
課題下の課題の成績が向上すると言われているが，課題の難易
度による適応効果の違いについては検討されていない．従って，
本研究の目的はCSTに用いる認知負荷の難易度の違いがAPAの
適応効果に与える影響について検討することであった．
【方法】
健常若年者8名 (22.4± 0.7歳) を対象とした．本研究はクロス
オーバーデザインで実施した．テスト課題において，対象者は
床反力計の上に立ち，数字の一致の判断が要求されるCSTを練
習課題の前後 (Pre, Post) に各10施行実施した．練習課題は，
認知負荷が異なる3つのCST:事前にステップ側を告知する
(Control) ，計算の正解を判断する (Easy) ，色刺激に応じて計
算の正解・不正解を判断する(Hard) のいずれかを40施行実施
した．床反力計で計測された足圧中心 (COP) の変位が不適切な
施行をAPAエラー施行と定義し，テスト課題10施行中の割合を
APAエラー率とした．解析には条件 (Control, Easy, Hard) とセ
ッション (Pre, Post) の2要因による反復測定二元配置分散分析
を用い，事後検定としてBonferroni 法による多重比較を行った．
【結果】
主効果はセッションのみ認められ (p <0.05) ，条件とセッショ
ンの間に交互作用が認められた (p <0.05) ．ControlではPreと
PostでAPAエラー率に有意差が認められなかったのに対し (p =
1.0) ，EasyとHardではPostはPreと比較して有意にAPAエラー
率が減少した (p <0.05) ．一方，EasyとHardの間には有意差が
認められなかった (p =1.0) ．
【考察】
認知負荷を有していないControlではPreとPostで有意差が認め
られなかったのに対し，二重課題練習であるEasyとHardでは
有意にAPAエラー率が減少したことから，二重課題に取り組む
ことで二重課題下のCSTのAPAエラー率が減少することが示唆
された．一方，Easy と Hard の間で有意差が認められなかった
ため，用いる認知課題の難易度による効果の差はないことが示
唆された．
【結語】
認知課題を用いたCSTを行うことで，認知負荷下でのCSTのパ
フォーマンスが向上する．加えて，その効果は認知課題の難易
度が低くても同等に認められる．
【倫理的配慮、説明と同意】
対象者に研究目的及び手順について十分に説明し，インフォー
ムドコンセントを得てから，書面にて同意を得た。得られたデ
ータは研究活動のみで使用し，公表する場合には，個人を特定
できないように対処し，プライバシー保護に配慮した．本研究
は発表者が所属する倫理委員会 (承認番号:21-22)の承認を得
て行った．

【方法】
対象者は健常な成人男性8名とした。課題は右膝関節30・60・
90° 屈曲時の最大随意収縮 (maximal voluntary contraction、
以下MVC)、および準最大下随意収縮での等尺性膝伸展運動と
し、各条件3試行とした。MVC試行時にハンドヘルドダイナモ
メーターを右下腿遠位にあて、膝伸展最大筋力を計測した。最
大筋力の25、50、75%の力を算出し、準最大下での力発揮レ
ベルのターゲットの力とした。同時に右大腿四頭筋4筋の筋活
動を表面筋電図で記録した。中間広筋の電極貼付位置は、先行
研究を参考に超音波エコーを用いて筋の位置を同定した上で決
定した。準最大下での課題は各力発揮レベルに相当する重錘を
右下腿の遠位に垂らし、右下腿を床と平行に保持するよう指示
した。股関節は三角枕などを利用して90° 屈曲位で固定した。
各力発揮時のroot mean square (以下、RMS)値を算出した。ま
た、MVCのRMS値に対する各力発揮レベルでのRMS値の割合
を求め、その値とターゲットの割合 (25・50・75%)との差を
求め、各条件における差分の合計を求めた。統計学的解析は各
膝関節角度と各筋間および各力発揮レベル間でそれぞれ二元配
置分散分析を行った。多重比較検定にはTukey-Kramer法を行
った。有意水準は5%とした。
【結果】
各膝関節角度と各筋間、各力発揮レベルにおける差分の合計に
有意な交互作用は見られなかった。また各膝関節角度間におけ
る差分の合計は60° 条件と30・90° 条件間で有意差が見られ
た (p＜0.01)。
【考察】
膝関節60° 屈曲位が他の膝関節角度と比較してターゲットの割
合からのずれが有意に低かった。この知見は筋の力発揮が安定
して実行可能であるのは膝屈曲角度60° 付近であることを示唆
し、このことは膝関節屈曲45～60° において膝伸展トルクが
最大になることや力発揮に最も適した至適筋節⾧が膝関節屈曲
60° 付近であるという過去の知見によって支持されると考える。
【結語】
膝関節屈曲60° で最もターゲットとなる力発揮レベルからのず
れが小さく、このことは運動時、膝関節角度屈曲60° において
力を安定して出力できるということを示唆した。
【倫理的配慮・説明と同意】
被験者にはヘルシンキ宣言 (2013年改訂版)に基づき実験前準
備、実験時の負担に対して十分配慮した。また、研究内容の説
明・同意は被験者に書面と口頭で説明し参加者の同意が得られ
た場合、同意書に署名を得た。
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恐怖環境下での意図的な注意制御が立位バラン
スに及ぼす影響

ポスター発表2

内的・外的注意焦点は立位重心動揺と脳波活動
を変化させる

○大谷 啓尊 1)，青木 修 2)
1) 神戸国際大学 リハビリテーション学部
2) 四條畷学園大学 リハビリテーション学部

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

【目的】

【目的】注意焦点には身体内部に注意を向けるInternal focus
(IF)と身体外部に注意を向けるExternal focus (EF)があり，パフ
ォーマンスの向上にはEFが効果的であると報告されている．ま
た近年，上肢追跡運動において最適な注意焦点には個人差があ
り，関与する脳領域が異なることも示されている (Sakurada,
2016)．しかし，立位姿勢制御における注意焦点の優位性とそ
の神経基盤については十分に検討されていない．これを明らか
にすることで，注意焦点の優位性を考慮した立位姿勢制御能力
向上プログラムの開発が可能になると考える．そこで本研究は，
立位姿勢制御における注意焦点の優位性とその脳波活動を明ら
かにすることを目的とした．
【方法】対象は健常若年者31名とし，A群16名とB群15名にラ
ンダム割り付けした．全ての対象者は，立位姿勢制御課題とし
てIF条件とEF条件における姿勢安定度評価指標 (IPS)を測定し
た．まずA群にはIF条件，B群にはEF条件を実施した後，条件を
入れ替えてA群にはEF条件，B群にはIF条件を実施した．IPSで
は，前・後・右・左に最大に傾いた姿勢で重心動揺を10秒間測
定した．その際，IF条件では対象者の足部，EF条件では画面上
の重心点に注意を焦点化させた．脳波は，国際10-20法に準じ
た19chで測定した．脳波データはEEGLABで前処理を行った後，
exact low-resolution brain electromagnetic tomography解析を
用いて注意・認知と関連するθ 帯域 (6.5-8Hz)の発生源同定を
行った．EF条件よりIF条件のIPSが高値を示した者をIF優位群，
IF条件よりEF条件のIPSが高値を示した者をEF優位群とし，各
条件における脳波活動をvoxel毎に対応のないt検定で比較した．
また，IF優位群とEF優位群のIPSを対応のないt検定で比較した．
有意水準は5%未満とした．
【結果】IF条件におけるIPSはEF優位群と比較してIF優位群で
有意に高く (p<0.05)，EF条件におけるIPSはIF優位群と比較し
てEF優位群で高値を示した (p=0.05)．また脳波活動に関しては，
IF優位群はIF条件で左頭頂皮質，EF優位群はEF条件で左前頭皮
質にθ 帯域の有意な高活動を認めた (p<0.05)．
【考察】左頭頂皮質は固有感覚情報処理や注意制御に関与する
ことから (Reichenbach, 2013; Huizeling, 2021)，IF優位群は足
部感覚情報に基づく姿勢制御を行っている可能性を示唆した．
また，左前頭皮質は視覚情報のエラー検知や認知制御に関与す
ることから (Hülsdünker, 2015; Cavanagh, 2014)，EF優位群は
視覚情報に基づく姿勢制御を行っている可能性を示唆した．
【結語】本研究は，健常若年者の立位姿勢制御における最適な
注意焦点には個人差があり，それに関与する脳領域が異なるこ
とを明らかにした．
【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．

転倒恐怖感はバランスを不安定にさせる要因の1つである。転
倒恐怖感によって身体に注意が向きやすくなる結果、運動の硬
直化が生じパフォーマンスが低下することが報告されている。
このような内的注意が過度になりやすい者に対し、注意の対象
を変化させるような教示や環境を与えることはリハビリテーシ
ョン上有用である可能性がある。本研究では内的注意と外的注
意の異なる注意を意図的に制御することで、注意対象の変化が
立位バランスに及ぼす影響について検証した。
【方法】
研究デザインはクロスオーバーデザイン (内的/外的注意 × Ⅰ
・Ⅱ期)とした。対象者 (健常若年者15名)はⅠ期目に内的注意
あるいは外的注意下で課題を実施する群にランダムに割付けら
れた。実験課題について、被験者は重心動揺計上で両上肢体側
下垂位とした両脚立位保持を保持しながら、前方1.5mに映写
された画像を注視してもらった。課題条件として、中性画像 (
コントロール条件)と恐怖不快画像 (Fear条件)の2条件を設定し
た。提示画像は, 国際情動写真集から条件ごとに選別され、画
像提示は各条件の提示画像セットからランダムに抽出された。
注意対象の指示は、 ①左示指を動かさないようにする (内的注
意)、②前方に提示された垂直線に身体を合わす (外的注意)と
した。Ⅰ期とⅡ期の間は2週間以上とし、注意条件を入れ替え
て同様の課題を実施した。各課題において、情動惹起による交
感神経活動度の指標には心拍間隔から算出されるLF/HFを用い
て評価した。姿勢制御の指標は、重心動揺データから得られた
実効値面積、前脛骨筋の筋電図活動から求めた中間周波数とし
た。姿勢制御指標は情動惹起による変化を評価するために、画
像条件間の変化量 (Δ :コントロール - Fear条件)を算出した。
統計学的解析は反復測定二元配置分散分析を用い、有意水準は
5%とした。
【結果】
LF/HFは主効果を認め、内的注意および外的注意ともにFear条
件はコントロール条件に比べ有意に増加した (p<0.05)。Δ 実効
値面積は交互作用を認め、内的注意は外的注意に比べ有意に増
大した (p<0.05)。Δ 中間周波数は主効果を認め、内的注意は外
的注意よりも有意に低かった (p<0.05)。
【考察】
内的注意および外的注意ともに恐怖情動が惹起されたことによ
って交感神経活動が増加したものと考えられた。Fear条件はコ
ントロール条件に比べて内的注意時に実効値面積が小さくなり
やすく、下肢末梢の筋活動も変化することが示唆された。
【結語】
恐怖情動が惹起したときの立位バランスは、そのときに注意が
向けられる対象の違い (内的あるいは外的)によって異なる変化
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倫理委員会の承認
(G2019-100)を得て実施された。すべての被験者に対し書面を
用いて本研究の趣旨および測定方法、結果の取り扱い等につい
て十分な説明を行い同意を得た上で実施した。
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バランスディスク上での左プリズム適応が立位
重心の左右変位に与える影響

ポスター発表2

姿勢保持課題と随意運動課題における外側広筋
運動単位発火パターンの相違

○北谷 亮輔 1,2,3)，本田 快和 1)，犬飼 康人 1,2)，
大鶴 直史 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) 京都大学大学院 医学研究科人間健康科学系専攻

○青山 敏之 1)，河野 豊 2)
1) 茨城県立医療大学 理学療法学科
2) 茨城県立医療大学 医科学センター

【目的】運動単位の発火順序はサイズの原理に従うものの，そ
の発火特性は運動課題に依存して変化する。一方、特定の筋に
存在する運動単位の発火特性が、姿勢保持と随意運動による筋
収縮で異なるかは明らかにされていない。よって、本研究の目
的は、姿勢課題と随意運動課題とで運動単位の発火特性に差が
あるかを明らかにすることとした。

【目的】
半側空間無視 (USN)を呈する脳卒中後患者は運動麻痺や感覚障
害を併発することが多く、USNが直接的に姿勢制御に与える影
響は不明確である。基礎的な検討方法として、視野が左へ変位
するプリズム眼鏡を装着して運動適応を行うと、健常者に左
USN様の現象が生じることが報告されている。このUSN現象に
は課題間の転移効果も確認されており、静止立位時の重心が右
へ変位することが報告されているが、重心変位が生じる機序は
不明確である。また、バランスディスク上でプリズム適応を行
うと転移効果が増加することが報告されているが、重心変位へ
の影響は明らかにされていない。そこで、本研究の目的はバラ
ンスディスク上でのプリズム適応が立位時の重心変位に与える
影響を検討することとした。
【方法】
若年健常者30名 (年齢21.2± 0.6歳)を床面上での立位とバラン
スディスク上での立位の2群に分けてプリズム適応課題を実施
した。プリズム適応は視野が左へ30ジオプター (約16.7度)変位
するプリズムレンズ付きゴーグルを装着して10分間100回の目
標点への上肢リーチを2セット実施した。プリズム適応前後に
おいて、閉眼での前方上肢リーチを6回ずつ行い、正中位から
の左右変位距離を算出した。また、閉脚閉眼静止立位時の重心
動揺を30秒ずつ測定した。バランスディスク上での十分な立位
保持が困難であった1名を解析から除外し (床面群15名・バラ
ンス群14名)、混合計画二元配置分散分析と多重比較
(Bonferroni補正)を行った。
【結果】
閉眼上肢リーチの左右変位距離には有意な時間の主効果が得ら
れ、プリズム適応前と比較して適応後に上肢リーチは有意に右
に変位していた。閉脚閉眼立位時の左右方向における足圧中心
位置には有意な時間の主効果と交互作用が得られた。多重比較
の結果、バランス群のみ適応後の足圧中心位置はプリズム適応
前と比較して有意に右に変位しており、適応後においてバラン
ス群の足圧中心位置は床面群と比較して有意に右に変位してい
た。
【考察】
プリズム適応には小脳－頭頂葉ネットワークの活動が重要であ
り、左右後頭頂葉の半球間活動差によりUSN現象が生じると考
えられている。床面上と比較して不安定面上での立位は後頭頂
葉の活動が増加することが報告されている。バランスディスク
上での姿勢制御に必要な体性感覚情報の増加により、立位中の
左右後頭頂葉間の活動差が増大した可能性が示唆され、上肢リ
ーチの適応効果に群間差は生じなかったが、バランス群のみに
立位重心が右へ変位する転移効果が生じたと考えられる。
【結語】
バランスディスク上での左プリズム適応により、姿勢制御にお
ける左USN現象として立位重心の右変位が増大した。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言と人を対象とする医学系研究に関する
倫理指針に基づき、本学倫理委員会の承認を得た後に、各対象
者に説明を行い、事前に書面にて同意を得て実施した。

【方法】健常な11名が座位での左膝伸展による随意運動課題と
立位での姿勢課題を実施した。課題時の膝屈曲角度は30° とし，
Galileo sensorを用いて左外側広筋から筋活動を記録した。参
加者には筋活動の目標値と整流平滑化波形を視覚的に提示した。
目標値は最大随意収縮の15%(8秒間)とし，ランプアップ・ダ
ウン時間はそれぞれ2.5秒とした。運動単位の抽出にはDe Luca
ら (2015)によるdecomposition algorithmを用い，発火閾値，
振幅，平均発火頻度を算出した。両課題で抽出された個々の運
動単位の形状の相互相関と振幅の差に基づいて，両運動課題で
同一の運動単位を特定した。両運動課題で異なると判定された
運動単位について，発火閾値，発火頻度の分布に基づいて低・
中・高閾値のようにそれぞれ3水準に分類した。上記項目につ
いて，統計学的解析により両課題間の差を検定した。
【結果】姿勢課題では，随意運動課題と比べ運動単位の発火閾
値，振幅が有意に低く，発火頻度は有意に高かった。二つの運
動課題で同一と判定された運動単位の発火閾値は姿勢課題で有
意に低かったものの，振幅と発火頻度の有意差はなかった。二
つの運動課題で独立して抽出された運動単位について，姿勢課
題では高閾値の特性を有する運動単位の占める割合が有意に少
なく，低閾値，高発火頻度の特性を有する運動単位の占める割
合が有意に高かった。
【考察】本研究結果より，姿勢課題と随意運動課題とで，同じ
筋活動レベルであっても運動単位の発火特性には明確な差異が
存在した。この差異は，両課題で共通して動員された運動単位
の発火閾値が姿勢課題で低値を示したことと，両者で異なる特
性を有する運動単位が動員されたことに起因した。疲労耐性が
高いと考えられる低閾値，高発火頻度の特性を有する運動単位
が姿勢課題で優先的に動員されたことは，姿勢保持における持
続的な筋活動の必要性の観点から合理的である。脊髄運動ニュ
ーロンに対する下降性入力や感覚入力の運動課題間における差
が，運動課題に応じた合理的な運動単位の動員に関与すると考
える。
【結語】本研究は，姿勢課題と随意運動課題で運動単位の発火
パターンに明確な差異があることを初めて示した研究である。
この知見は，二つの運動課題を運動療法として用いる際の重要
な科学的根拠になり得る。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，発表者が所属する施設
の研究倫理委員会の承認を得た上，ヘルシンキ宣言に沿って行
われた。参加者に対して十分な説明に基づいて同意を得た。
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バーチャルリアリティによる視覚刺激が灼熱様
の疼痛感覚に及ぼす影響

ポスター発表2

車いす操行および松葉杖歩行に伴う運動イメー
ジの正確性への影響

○竹尾 雄飛 1,2)，原 正之 3)，大平 岳 4)，菅田 陽怜 2,4)
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) 埼玉大学 理工学研究科
4) 大分大学 福祉健康科学部理学療法コース

○渡邉 観世子，谷 浩明
国際医療福祉大学 保健医療学部理学療法学科

【目的】移動を支援する福祉用具は移動の円滑さや姿勢および
歩行の安定性を高めるために有用であるが，その操作に困難さ
を感じることも多い．福祉用具の操作が困難なために思うよう
な速度や方向に移動できないことでかえって危険な状況になる
ことも考えられる．そこで車いす操行と松葉杖での免荷歩行に
おける歩行速度の運動イメージの正確性を明らかにすることと
した．本研究では福祉用具使用に伴うリスクを明らかにするこ
とを目的として基礎的なデータを収集する．

【目的】
本研究では、仮想現実 (virtual reality;VR)による身体化錯覚誘
起後に、その部位への視覚刺激が疼痛に関わる感覚機能に及ぼ
す影響について明らかにする。
【方法】
右利きの健常者15名を対象とした。仮想の上肢に身体化錯覚を
誘導するために、VR上で2分間のブロック操作課題を遂行した。
次に、VR上の①火の中 (Fire条件)、②水の中 (Water条件)、③
なにもない空間(No-effect条件)、に手を置く3条件を実施した。
各条件実施時には、温度刺激提示装置を用いて灼熱様の疼痛感
覚を誘起できるThermal grill illusion (TGI)にて右母指球に刺激
を入力した。その際、64チャンネル脳波計を用いて刺激入力中
の脳波を計測した。各条件の提示順は順序効果の影響を排除す
るために、被験者間でランダム化した。さらに、VRによる視
覚刺激が主観情報に及ぼす影響を調べるために各条件終了後に
は主観的温度や痛みについての質問紙標を実施した。脳律動の
解析区間はベースラインである32℃およびTGI中とし、解析周
波数帯域は痛みに関係があるとされるθ 並びにα 帯域とした。
Minimum Norm Estimationによる電流源推定後に、ベースライ
ンおよびTGI中の脳波に対してθ およびα 帯域を対象としたパ
ワースペクトル解析 (Welch)を行った。その後、ベースライン
補正を行い、得られた結果を3条件で比較した。質問紙標に関
する条件間比較にはKruskal-Wallis検定を用い、有意差を認め
たものに対してMann-Whitney U検定ならびにBonferroni補正
を行った。また、脳律動解析の条件間比較にはANOVA検定を
用い、有意差を認めたものに対してTukey-Kramer検定による
多重比較検定を行った。
【結果】
質問紙標では主観的温度においてFire条件がWater条件と比較
して有意に高値を示した (p=0.0041)。また、脳律動解析の結
果、Fire条件において左島皮質および上側頭回におけるθ 帯域
のパワーがno-effect条件と比較して有意に上昇した (p <0.05)。
【考察】
視覚刺激は他の感覚情報を変調させることが報告されている。
本研究では、VR上に投影した仮想の上肢において視覚エフェ
クトが感覚変調を想起させた可能性が示唆された。神経生理学
的観点からも、疼痛の認知に関連するとされるθ 帯域の脳律動
に有意なパワー変化がみられた。θ 帯域のパワー変化が認めら
れた領域は、痛みの知覚や予測、痛みに関連する情動に関与す
るとされている島皮質、複雑な視覚的認知、多感覚の統合、情
動の発現において重要な役割をもつ扁桃体とネットワークを構
築している上側頭溝であった。したがって、身体化錯覚が生じ
た部位に対する視覚エフェクトは痛みや、痛みに関連する脳領
域を変調するが可能性が考えられる。
【結論】
身体化錯覚が生じた部位に対する視覚エフェクトはTGIによっ
て想起される疼痛様錯覚を変調する可能性が示唆された。
【倫理的配慮，説明と同意】
本研究は大分大学医学部倫理審査委員会により、承認を得たう
えで実施した。

【方法】若年健常成人100名を対象に車いす操行課題を実施す
る群 (車いす群，50名:男性21名，女性29名，平均年齢19.8
± 0.8歳)と松葉杖歩行課題を実施する群 (松葉杖群，50名:男
性27名，女性23名，平均年齢19.3± 0.5歳)に割り付けた．車
いす操行課題は普通型車いすの両手駆動とし，松葉杖歩行課題
は両松葉杖を使用して利き足の完全免荷歩行とした．また両群
において福祉用具を用いない通常歩行課題も実施した．いずれ
の課題も快適速度にて10m移動することとした．運動イメージ
の正確性には，心的時間測定法 (mental chronometry)を用いた．
対象者はまずイメージ条件としてスタートラインに位置した状
態で自身の移動速度をイメージし，その時間を計測した．次に
実測条件として実際の移動時間を計測した．イメージ時間と実
測時間はいずれも測定者がストップウォッチで2回計測した．
運動イメージの正確性は2回の平均値の差分を実測時間で除し
た値の絶対値とした．解析は，各群において通常歩行と車いす
操行もしくは松葉杖歩行の運動イメージの正確性を対応のある
t検定で比較した．またそれぞれの課題における過小評価と過
大評価の人数からイメージの傾向を把握した．
【結果】車いす群では歩行課題と車いす操行課題の間に有意差
を認め，車いす操行課題においてイメージと実測の差が有意に
大きかった (t =-3.4, p <0.05)．車いす操行課題では過大評価
が41名，過小評価が9名だった．松葉杖群では歩行課題と松葉
杖歩行課題の有意差を認めなかった (p =0.19)．松葉杖歩行課
題では過大評価が24名，過小評価が26名だった．
【考察】車いす操行では，通常の歩行に比べて運動イメージの
正確性が低下していた．さらにその多くが過大評価をしている
ことも明らかとなり，実際の操行速度よりも早く移動できると
イメージしていることが示された．一方で松葉杖歩行では運動
イメージの正確性は通常歩行と同等であったが，イメージの傾
向として過大評価と過小評価に約半数ずつ分かれており，今後
この傾向に関連する個人特性などを検討していく．
【結語】自身の運動を過大評価することは日常生活上の危険が
予想される．臨床現場では車いす使用に伴うリスクについても
十分に指導する必要があると言える．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者の所属機関の研究
倫理委員会 (承認番号:21-Io-36)の承認を得て実施した．
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運動イメージ方法の違いが運動の正確さと脊髄
神経機能の興奮性に及ぼす効果

ポスター発表2

視覚フィードバックを用いた運動の運動イメー
ジには、視覚イメージが過剰な脊髄運動神経機
能の抑制と運動技能の向上が得られる

○堀田 昂己 1)，福本 悠樹 2)，鈴木 俊明 2)
1) 介護老人保健施設ローズ 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

○溝口 綾人 1)，山地 紗希 1)，近藤 彩花 1)，
福本 悠樹 1,2)，東藤 真理奈 1,2)，鈴木 俊明 2)
1) 関西医療大学 保健医療学部 理学療法学科
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】運動イメージには，自ら運動を行っているような筋感
覚的イメージと運動を観察しているような視覚的イメージがあ
る。筋感覚的イメージは，運動技能向上に有効とされる一方，
未経験の運動をイメージする際は視覚的イメージになりやすく，
患者では実施困難となるケースが想定される。そこで，運動の
様子を対象者視点で想起する点で，筋感覚的イメージに類似す
る一人称的視覚イメージに着目し，運動イメージ方法の違いに
よる運動の正確さの変化を，神経生理学的観点から解決するこ
とを目的とした。

【目的】
運動イメージは運動技能の向上に有効とされており、我々の先
行研究では、ピンチメーターと筋収縮程度のデジタル表示部の
数字を見ながら50％収縮強度を学習した後に実施した運動イメ
ージでは、デジタル表示部の数字をイメージする数字イメージ
が含まれると過度な脊髄運動神経機能の興奮が抑えられるとい
った報告や明瞭なイメージが運動の正確性を高め、脊髄運動神
経機能が過度に興奮しないことが報告されている。そこで今回、
運動イメージの具体的な方法に関する内省調査より数字イメー
ジを選択しなかった対象者に数字イメージを実施した際の脊髄
運動神経機能の興奮性変化と正確な運動の実施に要する時間(
運動の正確性)について検討した。【方法】
健常者16名 (平均年齢20.8歳)に対し、ピンチメーターを用いた
50％収縮強度の運動練習を実施した。具体的には、ピンチセン
サーの筋収縮程度の出力表示部の数字をフィードバックしなが
ら実施した。この運動を自由にイメージさせた。その後、先行
研究を基に作成した質問指標によりイメージ内容を①筋収縮イ
メージ、②数字的イメージ、③感覚イメージの中から回答させ
(複数回答可)、自身のイメージに用いなかった非自覚イメージ
に②数字的イメージが該当した被験者を本研究の対象とした。
該当者は9名であり、まず安静背臥位にて5分間の安静を与えた
後、非利き手側の正中神経刺激により母指球筋からF波を導出
した。次に、50％収縮強度への到達課題を3回行い、5分間の
安静を与え、その後非自覚イメージ中のF波を導出した。イメ
ージ課題後、50％収縮強度への到達課題を3回実施した。
【結果】
振幅F/M比は安静とイメージの課題間で差を認めなかった。ま
た、ピンチ課題間においてイメージ課題前後で絶対誤差は差を
認めなかった。ただし、対象者の中で運動の正確性が低下した
者は向上した者に比べて脊髄運動神経機能の興奮性が増加して
いるという特徴があった。
【考察】
過度な難易度のためにイメージ想起が難しい運動イメージは、
脊髄運動神経機能の興奮性を増大させると報告されている。本
研究では、イメージ想起の難易度の観点から、運動の正確性が
低下した者は脊髄運動神経機能の興奮性が増大しやすかったと
考えた。諸家らは明瞭なイメージが実施できた場合は、脊髄運
動神経機能の興奮性が増大せずとも、運動技能は向上したと報
告している。よって本研究では、明瞭なイメージ想起ができた
者の運動の正確性は向上し、脊髄運動神経機能の興奮性増大の
程度が少なかった可能性がある。
【結語】
指示した非自覚イメージは難易度の高いイメージであり、脊髄
神経機能の興奮性は増加しやすく運動の正確性は向上しなかっ
た可能性がある。運動イメージの際は、難易度の低いイメージ
が良い可能性がある。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号
:21-34)の承認を得て実施した。

【方法】対象は健常者13名とした。まず，最大随意収縮(MVC)
を計測し，規定値の50％MVCに調節する練習を与えた。充分
な休息後，安静背臥位にてF波を1分間計測し，視覚情報を遮断
した状態で50％MVCへピンチ力を調節させ，規定値と実測値
との誤差を算出した。順不同でそれぞれ別日に筋感覚的イメー
ジ，1人称的視覚イメージ中のF波を測定した後，再度ピンチ課
題を与えた。なお，筋感覚的イメージでは，「自分が実際に運
動しているイメージをして下さい」，1人称的視覚イメージで
は，「自分が運動している姿をイメージして下さい」と口頭指
示を与えた。F波記録条件は，探査電極を左母指球筋腹上，基
準電極を左第1中手骨頭背側，刺激電極を左手関節部正中神経
上，接地電極を左前腕中央部とした。脊髄神経機能の興奮性と
運動の正確さの指標はそれぞれ，安静を基準とした各イメージ
間の振幅F/M比増加量と50％MVCからの絶対誤差改善度とし
た。
【結果】安静を基準とした各イメージ間の振幅F/M比増加量と
50％MVCからの絶対誤差改善度は差を認めなかった。
【考察】筋感覚的イメージは運動関連領野を賦活させ，その活
動は下行性線維を介して脊髄神経機能の興奮性を調節するとさ
れている。本研究でも，筋感覚的イメージ時の運動関連領野の
賦活が下行性線維を介して脊髄神経機能の興奮性を増大させた
と考える。また，筋感覚的イメージと類似する1人称的視覚イ
メージを実施したことで，運動関連領野が賦活し，下行性線維
を介して脊髄神経機能の興奮性を同程度に増大させたと考える。
さらに，筋感覚的イメージ時は運動関連領野が賦活することか
ら運動パフォーマンスと強い関連性があり，イメージ後に行っ
たタッピング課題にてその精度を維持したことが報告されてい
る。今回，双方の運動イメージで，脊髄神経機能の興奮性が同
程度に増大したことから，運動関連領野も同程度に賦活したと
考える。これにより，双方の運動イメージ後のピンチ課題で運
動の正確さを同程度に維持させたと考える。
【結語】運動イメージが運動の正確さと脊髄神経機能の興奮性
に及ぼす効果について，1人称的視覚イメージを実施すること
で，筋感覚的イメージと同等の効果が得られる可能性が示唆さ
れた。
【倫理的配慮，説明と同意】本研究は所属施設の研究倫理委員
会 (承認番号 20-04 )の承認を得て行った。
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ミラーセラピーにおける課題難易度とその効果

ポスター発表2

慢性腰痛における心理社会的要因と脳機能計測
―機械学習による予測分析の試行－

○木内 隆裕 1)，藤田 祐希 2)，⾧尾 彬生 3)，
川野 未来 1)，丸山 香 4)
1) 森ノ宮医療大学 総合リハビリテーション学部 理学療法
学科
2) 関西医科大学くずは病院 リハビリテーション科
3) 東朋八尾病院 リハビリテーション科
4) 星ヶ丘医療センター リハビリテーション部

○田邊 素子 1)，庭野 賀津子 2)
1) 東北福祉大学 健康科学部リハビリテーション学科
2) 東北福祉大学 教育学部教育学科

【目的】慢性腰痛は3カ月以上継続するとされ、⾧期化因子に
心理社会的要因がある。我々は大学生を対象に腰痛症状、心理
指標と脳機能計測の検討を行ってきたが、腰痛の⾧期化予防の
ために早期の予後予測が重要である。機械学習は疾病の予後予
測に導入されている。コーディングや習熟に時間がかかるが、
最近ビジネスや研究向けにソフトウェアが提供されている。そ
こで既存のソフトウェアを使用し、腰痛有無の予測について機
械学習を試行し、実施可能性を検討した。

【目的】
ミラーセラピーは運動麻痺などに有効であることが繰り返し報
告されており、健常者においても運動能力が高まることが報告
されている。一方、適切に片側上肢・下肢のトレーニングを行
えば、鏡がなくとも、反対側の上肢・下肢で運動能力が高まる
ことが知られている。よって、鏡があるとその現象は強まると
考えられるが、ボール回転課題を用いた先行研究では相反する
結果が報告されている。本研究では、これらの研究で用いられ
たボールの相違に着目して実験を行った。すなわち、ボールの
相違が課題難易度に差をもたらし、その結果、ミラーセラピー
の効果に差が生じた可能性を検討することを目的とした。
【方法】
対象は右利きの若年健常者56名とし、ボール要因 (ゴルフボー
ル・コルクボール)と視覚要因 (鏡あり・鏡なし)を組み合わせ
た4 群にランダムに割り付けた。実験姿勢は椅子座位とし、実
験開始前に手⾧や主観的難易度などを測定した。ボール回転課
題は、手のひらの上で2個のボールをできるだけ速く、かつ、
落とさないように回す課題とした。課題中は常に、左側に見え
る手 (実物、あるいは鏡像)に視線を向けるよう指示した。課題
は30秒間を1セットとし、初めに左手で 1セット、次に右手で
10 セット、最後に左手で1セットの課題を行わせた。統計学的
解析では、課題難易度の差、及び手⾧と課題難易度の相関を調
べた。ボール回転数については、初期値の群間差、及び各群内
の前後比較を行った。さらに、回転数の変化率に対する上記2
要因の効果を分散分析で調べた。有意水準はp＜0.05とした。
【結果】
主観的難易度は、ゴルフボールを用いた2群よりもコルクボー
ルを用いた2群のほうが有意に高く、ゴルフボールを用いた群
のみが手⾧と有意な逆相関を示した。ボール回転数の初期値は、
左右とも、4群間で有意な差はなかった。また、どの群におい
ても、右手で10セットの練習を行った結果、右手によるボール
回転数は有意に増加し、練習をしていない左手によるボール回
転数も有意に増加した。回転数の変化率に対するボール要因・
視覚要因の効果を検討した結果、主効果・交互作用とも有意で
はなかった。
【考察】
異なるボールを用いることでボール回転課題に難易度の差が生
じ、ゴルフボールの場合は被験者の手が小さいほど難易度の高
い課題になっていたと言える。しかし、その課題難易度はボー
ル回転数の変化率に影響を与えておらず、ミラーセラピーの効
果を修飾する因子にはなっていないと考えられる。また、鏡の
有無もボール回転数の変化率に影響を与えていないことが示さ
れ、Reissig et al.(2015)の結果が再現されたと言える。
【結語】
ボールの相違はミラーセラピーにおける課題難易度に影響を与
えたが、その効果には影響を与えなかった。
【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
:2018-074)の承認を得て実施した。

【方法】対象は大学生50名のPFC領域のfNIRS計測データと心
理指標を用い、機械学習はPrediction one (Sony Network
Communications Inc.)を使用した。表データから二値分類・多
値分類・数値予測が可能で、予測精度、寄与率が出力されるソ
フトである。今回は腰痛症状の有無の二値分類を検討するため、
40名の心理指標、NIRS計測データで機械学習を行い、他の10
名の予測分析を行った。心理指標はBig fiveの5因子得点 (神経
症傾向、外向性、開放性、協調性、誠実性)、NIRSデータは腰
痛刺激時のoxyHb値 (腰痛無害条件、腰痛有害条件)とした。予
測精度を比較するため、１)全パラメータ:心理・NIRSの全て
の項目、２)腰痛有害パラメータ:心理データ・腰痛有害条件
時のNIRSデータ項目、３)相関パラメータ:心理データと腰痛
有者で有意な相関があったNIRSデータ項目の3モデルで学習を
行った。次に10名の予測を行い、既知の腰痛有無との合致率を
確認した。
【結果】予測精度について、1)全パラメータ:45.11％、2)腰
痛有害パラメータ:38.85％、3)相関パラメータ:57.11％で
あった。また３つのモデルで10名の予測を行ったが、3モデル
とも10名全員が腰痛有に分類され、既知の腰痛有無との合致率
は50％であった。
【考察】腰痛症状の有無について、心理指標のBig five得点と、
腰痛刺激時のNIRSデータにて機械学習を既存のソフトウェアで
行った。予測精度は、全パラメータ、腰痛有害パラメータでは
精度が低いとされ、相関パラメータでは中等度の精度であった。
学習に使用するパラメータは精査する必要があり選択に課題が
ある。3つのモデルで予測では、腰痛無が5名いたにも関わらず、
全てのモデルで10名の判定は腰痛有で、合致率は50％であっ
た。モデルの精度向上が重要であり、学習するデータ数、パラ
メータ数の追加が必要である。既存のソフトウェアを使用する
利点は、初学者にわかりやすいインターフェースで、短時間で
解析できることであるが、機械学習アルゴリズムが既定されて
いる点には考慮が必要である。
【結語】腰痛有無の予測のため機械学習を行い、予測精度は中
等度であった。高精度なモデルのため学習パラメータの設定が
重要である。
【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:RS-170201)の承認を得て実施した。

173

P-2-3-12

ポスター発表2

P-2-3-13

運動イメージとニューロフィードバックの併用
は立位姿勢制御能力を向上させる

ポスター発表2

認知負荷による有効視野の狭窄が姿勢安定性に
与える影響について

○藤川 翔也 1)，大角 知央 1)，牛尾 龍 1)，
田村 宏佑 1)，澤井 舜 2,3)，甲斐 義浩 1,2)，村田 伸 1,2)，
島 圭介 4)，中野 英樹 1,2)
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
4) 横浜国立大学 大学院環境情報研究院

○大久保 結羽 1)，⾧谷川 直哉 2)，榊 悠介 1)，
赤木 啓真 1)，川田 亜弥 1)，Tang Shenlei 1)，
萬井 大槻 3)，浅賀 忠義 2)
1) 北海道大学 大学院保健科学院
2) 北海道大学 大学院保健科学研究院
3) 大分大学 福祉健康科学部

【目的】
高齢者は姿勢安定性において視覚に依存し，中でも最も転倒と
関連を持つ因子は視野である．視野には有効視野が存在し「注
視点の周囲で情報を瞬時に貯蔵し読みだすことの出来る範囲」
と定義される．有効視野の範囲は変動し，とくに認知・運動課
題の遂行時に狭窄し，また課題難易度の上昇に伴い大きく狭窄
する．有効視野狭窄では周辺視野情報を十分に獲得出来ないた
め，眼疾患による物理的な視野狭窄と同様に姿勢不安定性をも
たらす可能性がある．そこで，本研究の目的は認知負荷による
有効視野狭窄が姿勢不安定性を誘発するかを検討することであ
った．
【方法】
健常若年者13名 (23.5± 1.2歳)を対象とした．対象者は床反力
計に載せたフォームパッド上で閉脚立位，両上肢下垂位を保持
した．90㎝前方のスクリーンに同時に提示される認知課題と視
覚刺激に，左右に把持したタッチセンサーでそれぞれ反応した．
認知課題は画面中心部に提示し，黒点の出現に反応する課題
(Control)，ストループ課題 (Task)の2条件とした．視覚刺激は
3.0秒毎に画面左右9か所 (視角0° , 20° , 30° , 40° , 50° )にラ
ンダムに提示した．1試行60秒間とし，休憩を挟み各認知課題
条件 (Condition)3試行，6試行を実施した．視覚刺激への反応
率および反応時間を算出し，床反力データから足圧中心位置の
95%信頼域楕円面積および平均移動速度を算出した．解析には，
反応率，反応時間に対して視角とConditionの二要因を用いた
反復測定二元配置分散分析，95%信頼域楕円面積および平均移
動速度に対してCondition間で反復測定一元配置分散分析を用
いた．有意水準は5%未満とした．
【結果】
視覚刺激への反応率はConditionおよび視角の有意な主効果は
認められず96-100%の範囲であった．視覚刺激への反応時間に
おいて，Conditionおよび視角の有意な主効果が認められた (p
<0.05)一方で，要因間の交互作用は認められなかった(p=
0.41)．Task条件は，視角20° , 30° , 40° においてControl条件
より有意に視覚刺激への反応時間が遅延していた (p<0.05)．
一方，95%信頼域楕円面積および平均移動速度にはCondition
間の有意差が認められなかった(p=0.40, 0.15)．
【考察】
本研究の認知負荷により有効視野狭窄が誘発されたものの，こ
の影響は姿勢不安定性をもたらすほどではなかったと考えられ
る．有効視野狭窄状態では，有効視野外の情報も姿勢制御に取
り込むことが出来るためだと示唆される．
【結語】
物理的な視野狭窄と異なり，認知負荷による有効視野狭窄は姿
勢不安定性を誘発しない．
【倫理的配慮、説明と同意】
対象者に研究目的及び手順について十分に説明し，インフォー
ムドコンセントを得てから，書面にて同意を得た．得られたデ
ータは研究活動のみで使用し，公表する場合には，個人を特定
できないように対処し，プライバシー保護に配慮した．本研究
は発表者が所属する倫理委員会 (承認番号:21-21)の承認を得
て行った．

【目的】脳卒中後の立位姿勢制御能力の低下は，日常生活動作
に影響を及ぼし，家族や介護者の負担を増大させることから，
解決すべき重要な課題の一つである．脳内で運動をシミュレー
トする運動イメージ (Motor imagery:MI)は，立位姿勢制御能
力の向上に効果的であることが明らかにされている．しかし，
MIで得られる効果には個人差が生じることが報告されており，
それを解決する手法として，近年，ニューロフィードバック
(Neurofeedback:NF)が注目されている．MIとNFの併用は脳卒
中後の上肢運動制御に効果的であることが明らかにされている
が，立位姿勢制御に及ぼす効果は十分に検証されていない．こ
れを検証することで立位姿勢制御能力を向上させるリハビリテ
ーション手法の開発に貢献できると考える．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NFの併用が立位
姿勢制御に及ぼす影響を明らかにすることを目的とした．
【方法】対象は健常成人16名とし，MI群８名とMI＋NF群８名
にランダム割り付けした．両群ともに立位にて不安定板を水平
に保持する姿勢制御課題を30秒間，10試行実施した．また各
試行間に姿勢制御課題のMIを30秒間実施した．その際，MI＋
NF群ではMI中の脳波活動を測定し，補足運動野に相当する脳
領域のμ 帯域 (8-13Hz)の事象関連脱同期を聴覚刺激にてフィ
ードバックした．介入効果の評価として，介入前後に同様の姿
勢制御課題を実施し，不安定板に設置した圧センサーと加速度
センサーから不安定板の床への接触回数，最大水平保持時間，
Root mean square (RMS)を算出した．介入前後における各測定
項目の比較には二要因反復測定分散分析を用いた．また，各測
定項目の変化量の比較にはMann-Whitney検定を用いた．有意
水準は5%未満とした．
【結果】床への接触回数，最大水平保持時間，RMSは両群とも
に介入後に有意な向上を示した (F =35.60, p <0.05; F =
33.16, p <0.01; F =76.41, p <0.01)．各測定項目の変化量は
RMSのみに群間の有意差を認め，MI＋NF群で高値を示した (p
<0.05)．
【考察】左右方向の姿勢制御には補足運動野が重要な役割を担
っている．また，学習段階における反復的なフィードバック情
報はその運動パフォーマンスを向上させることが報告されてい
る．以上のことから，本研究では左右方向の姿勢制御に関与す
る補足運動野の活動を反復的にフィードバックさせた結果，姿
勢制御課題におけるRMSがMI＋NF群において有意に向上した
ことが示唆された．
【結語】本研究により，MIとNFの併用は立位姿勢制御能力を
向上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．
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静的立位保持中の足圧中心速度の分解
成分とふるえ成分
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視野の下部領域のオプティカルフローは非視覚
系の立位姿勢制御戦略に変容させる

○宮澤 拓 1,2)，塙 大樹 1)，平田 恵介 3)，藤野 努 1,2)，
久保田 圭祐 4)，横山 萌香 5)，⿁塚 勝哉 2,6)
1) 人間総合科学大学 理学療法学専攻
2) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

○萬井 太規 1)，加藤 士雄 2)，浦野 雄飛 3)，
黒木 尭稀 1)，愛甲 拓海 1)，⾧谷川 直哉 4)，
浅賀 忠義 4)
1) 大分大学大学院 福祉健康科学研究科 健康医科学コース
2) 北海道科学大学 保健医療学部 理学療法学科
3) 大分大学 福祉健康科学部 理学療法コース
4) 北海道大学大学院 保健科学研究院

【目的】足圧中心(COP)解析には多くの手法が用いられる。再
現性が比較的高く、かつ姿勢不安定性を反映する指標として
COP速度が知られている。しかしCOPの動揺性がどのように変
化しCOP速度が増大するかについては十分に解明されていない。
本研究ではCOPをゆらぎ成分とふるえ成分に分解することで、
COP速度に対してそれぞれの成分が与える影響と加齢による速
度増大の要因を探求した。
【方法】健常成人18名、高齢者9名を対象とし、床反力計の上
で静的立位を30秒間保持させ1000Hzにて計測した。COP軌跡
は4Hzのlow pass filterにかけ、前後方向の解析を実施した。ま
ず健常成人を対象とし、COP動揺をゆらぎ成分とふるえ成分に
分解した後、それぞれを時間微分し速度を算出した。ゆらぎは
COPと身体重心が一致する瞬間的な平衡点を結んで算出される
低周波の大きな波、ふるえはゆらぎ成分とCOPの差分から算出
される高周波の小さな波である。次にCOP速度とゆらぎ速度及
びふるえ速度のPearsonの相関係数を求め、関係性を検証した。
それぞれの速度成分をDetrended fluctuation analysis(DFA)にか
け短期間・⾧期間スケールの自己相関性を調べた。最後に健常
成人と高齢者の比較として、COP・ゆらぎ成分・ふるえ成分の
振幅 (二乗平均平方根)と速度の平均を求め、対応のないt検定
で群間比較を行った。
【結果】
COP速度とふるえ速度は極めて強い相関性を示した (r=0.98)。
ゆらぎ速度では0.72であった。DFAの結果、COP速度とふるえ
速度には持続性相関から反持続性相関に移行するクロスオーバ
ーが確認されたが、ゆらぎ速度では認めなかった。
群間比較ではCOP速度平均は健常成人6.6mm/s、高齢者
7.9mm/sと高齢者が有意に増大した(p=0.006)。ふるえ速度も
健常成人6.0mm/s、高齢者で7.3mm/sと高齢者が有意に高値で
あったが (p=0.005)、ゆらぎ振幅、ゆらぎ速度、ふるえ振幅に
関しては、群間で差を認めなかった。
【考察】
立位制御ではCOPの位置でなく速度が制御されることが知られ
ている。本研究ではCOP速度のみでなくふるえ速度においても
⾧期間スケールで反持続性相関を示した。つまり過去の変動に
対して未来には反対の変動が起こることを意味し、ふるえの速
度を調整する機序が存在すると考えられる。さらにCOP速度と
ふるえ速度とは強い相関性を示し、高齢者ではふるえ速度のみ
が増大し、ゆらぎの振幅や速度は変わらなかった。これらのこ
とから加齢によって増大する身体動揺は安定性の限界を探索す
るような大きな動揺 (ゆらぎ成分)に由来するものよりも、平衡
点周囲で速く細かい動揺 (ふるえ成分)に由来する影響が大きい
と考えられた。
【結語】COP速度はふるえ成分に強い影響を受け、加齢によっ
て増大するCOP速度は、ふるえ成分の増大がその要因である可
能性が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者が所属する施設の
研究倫理委員会 (承認番号:29502)の承認を得て実施した。

【目的】
物体の運動に関する情報を伝える背側視覚経路の起源となる背
側視覚野は，視野の下部領域の視覚情報に特に興奮しやすい
(Kravitz, 2013)．ゆえに，視野の下部領域の視覚刺激は，上部
領域の視覚刺激よりも自己の身体運動の知覚や視覚運動制御に
優れた効果を及ぼす (Graco,2011)．感覚の再重み付けは，信頼
性の高い感覚情報に依存して調整されることから，視野の下部
領域に，身体動揺を惹起させるオプティカルフローを付与すれ
ば，非視覚系の感覚へと調整されることが示唆される．本研究
の目的は，異なる視野領域のオプティカルフローに伴う立位姿
勢制御戦略の特性について検証することであった．
【方法】
29名の健常成人 (21.0 ± 0.8歳)を対象とした．Head mounted
display (VIVE Pro)を用いて，視野の中心前方から後方へ放射状
に白球が放出される刺激を提示した (毎秒1000個，5cm／秒)．
白球は，視野の中心を基準に上半分 (Upper条件)，下半分
(Lower条件)，および，全範囲 (Full条件)に表示した．白球を表
示しないControl条件も実施した．課題順はランダムとした．
全条件において，60秒間の静止立位中，15m前方，視野の中
心に設けられた赤い固視点を見続けるように指示した．立位は，
足部が接地しない所まで足を閉じ，上肢は下垂位とした．床反
力データから，COPの動揺面積と速度を算出した．さらに，周
波数解析により，0～0.3Hzの周波数帯 (LF)を視覚，0.3～1Hz
(MF)を前庭感覚，1～3Hz (HF)を体性感覚による動揺と定義し
(Kanekar, 2014)，それぞれの周波数帯のパワー値を総パワー
値で正規化し算出した．条件間の比較に反復測定一元配置分散
分析，多重比較にはBonferroni法を使用した．有意水準は5%未
満とした．
【結果】
動揺面積に条件間の有意な主効果を認め (p<0.01)，Full条件と
Lower条件は，Upper条件よりも有意に動揺面積が小さかった (p
<0.01)．また，Lower条件は，Control条件よりも有意に動揺
面積が小さかった (p=0.042)．一方，動揺速度は条件間の主効
果を認めなかった．前後方向のCOP動揺のLF，MF，およびHF
のパワー値は，いずれも条件間に有意な主効果を認めた (p<
0.01)．Full条件とLower条件は，Upper条件とControl条件と比
較して，有意にLFのパワー値が低く，MFとHFのパワー値が高
かった (p<0.01)．
【考察】
動揺を惹起させる視覚情報が視野の下部領域に提示された場合，
姿勢動揺が縮小する．身体運動を知覚しやすい下部領域の視覚
情報により，中枢神経系が視覚への依存度を効果的に抑制し，
前庭感覚と体性感覚の依存度を高める制御戦略へと調整するこ
とができるためだと示唆される．
【結語】
視野の下部領域に提示されたオプティカルフローは，立位姿勢
制御の視覚依存度を低下させ，姿勢動揺を縮小する制御戦略へ
と変容させる．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，大分大学福祉健康科学
部倫理委員会の承認を得て実施した (F200019)．
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【目的】脳血管内皮機能低下は，脳血管疾患の発症に繋がる．
血管内皮機能は，血流刺激 (SR)増加に依存した血管拡張率であ
るFMDで評価される．脳血管内皮機能は，30秒または3分の二
酸化炭素(CO2)負荷により脳血流およびSRを増加させ，脳へ繋
がる内頸動脈 (ICA)のFMDで示される．急性運動後のICAの
FMD評価は，理学療法における運動が脳血管に与える影響を明
らかにする上で重要であるが，運動後など換気増大による呼気
終末CO2分圧(PETCO2)低下時では，CO2増加に対する脳血流増
加 (脳CO2反応性)が減弱する．FMDはSR依存の血管拡張である
が，SRよりも脳CO2反応性が直接FMDに影響する場合，PETCO2
低下に伴う脳CO2反応減弱時にはSRとFMDの関係が減弱し内皮
機能評価に適さない可能性がある．本研究はPETCO2の低下が，
30秒および3分のCO2負荷を用いたICAのSRとFMDの関係性に
与える影響を明らかにすることを目的とする．
【方法】健康若年男性12名を対象に，30秒または3分間のCO2
負荷テストによるICAのFMD測定を別日に実施した．FMD測定
は，5分間の安静呼吸後，CO2吸入(安静呼吸時のPETCO2+10m
mHg)を用いた．各測定日のFMD測定は，1)安静呼吸状態
(Control試行)，2)安静呼吸の1.5倍の換気量でPETCO2を低下さ
せた状態(過換気試行)の2条件で実施した．超音波診断装置に
てICAの血管径・血流速度を測定し，FMDは安静時径から最大
拡張径までの拡張率とした．またSRの総和(SRAUC)を算出した．
SRAUCとFMDの関係はピアソンの相関分析を用いて解析した．
【結果】Control試行では，両テストでFMDはSRAUCと正の相関
を示した(30秒: r=0.80 P<0.01，3分: r=0.68 P=0.02)．過換気
試行にて，30秒テストではFMDとSRAUCの間に正の相関が維持
されていたが (r=0.69 P=0.02)，3分テストでは有意な相関が認
められなかった(r=-0.41 P=0.21)．
【考察】PETCO2を低下させ脳CO2反応性を減弱させた結果，3
分テストにてFMDとSRの関係が消失し，3分CO2負荷による
FMDは，SRよりも脳CO2反応性自体の影響を受ける可能性を示
した．30秒テストでは，過換気試行においてもFMDとSRの関
係は保たれた．本結果より，30秒CO2負荷によるICAのFMDは，
運動後など換気増加時においても脳血管内皮機能を評価できる
可能性がある．
【結語】PETCO2低下状態においても30秒CO2負荷テストでは
SRとFMDの関係が保たれ，SRによる血管拡張である脳血管内
皮機能を反映していると考えられる．一方，3分CO2負荷テス
トを用いたICAのFMDは，脳CO2反応性が変化する状態では脳
血管内皮機能評価に適さない可能性が示された．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言および厚
生労働省の「人を対象とする医学系研究に係る倫理指針」に則
り，対象者には事前に書面にて実験内容を十分に説明し，実験
参加への同意を得た．本研究は所属施設の倫理委員会の承認を
得て実施した (承認番号: 1-2-3)．本研究に開示すべき利益相反
はない．

【目的】姿勢安定性を維持するためには，主に視覚，前庭感覚，
体性感覚からの統合によるフィードバック制御が必須である．
加齢に伴い視覚への依存が強まり，そのために暗がりといった
環境下では姿勢不安定性が増大する．よって，視覚依存を軽減
し体性感覚・前庭感覚への依存を増加させるためのアプローチ
が望まれる．一方，皮膚への温熱は感覚受容器閾値の低下を引
き起こすため，体性感覚への依存を増加させることが期待され
る．従って，本研究は安静時立位バランスにおける足部への温
熱効果について感覚依存に着目して調べることを目的とした．
本研究の仮説は温熱によって，開眼時の視覚依存が軽減され，
閉眼時の姿勢安定性が向上するとした．
【方法】健常若年者14名 (男性9名，女性5名)を対象とし，開
眼と閉眼における60秒間の安静時立位の足圧中心 (COP)を床反
力計で温熱前後に計測した．姿勢安定性の指標として，COPの
95%信頼楕円面積と平均移動速度を算出した．感覚依存の指標
として，COPの前後と左右成分のパワースペクトル密度 (PSD)
から，低 (0-0.3Hz)，中 (0.3-1.0Hz)，および高 (1.0-8.0Hz)の周
波数帯域の積分値における全周波数帯域の積分値に対する比率
を算出した．これらの周波数帯域は，それぞれ視覚，前庭・表
在感覚，固有感覚の依存度が反映されると報告されている．さ
らに，温熱前後での視覚依存を定量化するためにロンベルグ比
を楕円面積，平均移動速度および各帯域のPSD比率において算
出した．有意水準は5%未満とした．
【結果】温熱後の足底皮膚温は温熱前と比べて有意な上昇が認
められた．閉眼時におけるCOP楕円面積および平均移動速度は，
温熱前後において有意差は認められなかった．温熱前の楕円面
積のロンベルグ比は，温熱後と比べて有意な減少が認められた．
楕円面積のロンベルグ比の差は，前後方向における高周波数帯
域および中周波数帯域のPSDのロンベルグ比の差と有意な負の
相関が認められた．
【考察】安静時立位バランスにおいて，足部の温熱により開眼
時の視覚依存が軽減するという仮説が支持された．さらに，姿
勢安定性にもたらす視覚依存の軽減は，前後方向における体性
感覚への依存度の増加によるものと考えられる．温熱によって
閉眼時における姿勢安定性には差が認められなかった．これは
個別の感覚依存度の多様性によるものと，足部軟部組織の柔軟
性の増加によるものと考えられる．
【結語】足部への温熱によって，安静時立位における開眼時の
視覚への依存度が軽減され，これは体性感覚への再重みづけが
促通されたためであると考えられる．
【倫理的配慮、説明と同意】全対象者に対し，口頭および書面
にて実験手順及び主旨を十分に説明し，署名にて同意を得た．
全ての実験プロトコルは所属する倫理審査委員会の承諾を得て
実施された (承認番号:21-65)．
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【目的】肋間筋には一定の条件下で振動刺激を与えると筋収縮
する緊張性振動反射が存在する。上位肋間に振動刺激を与える
と吸息運動を高め，下位肋間に振動刺激を与えると呼息運動を
高め，換気量を増大させることを報告されている。しかしなが
ら，これまでの研究では上位肋間と下位肋間にそれぞれ左右1
肋間の部位にしか振動刺激が与えられておらず，複数箇所の肋
間筋を刺激すると，さらに換気量の増加が誘発することができ
るかが不明である。本研究の目的は，呼吸に合わせた上位肋間
と下位肋間の複数部位振動刺激が単数部位振動刺激と比較し，
換気量が増加するかを検証することである。
【方法】健常成人15名(平均年齢:23.1± 2.6歳)を対象とした。
振動刺激方法は，4ヵ所刺激群(刺激部位:吸息相に左右第2肋
間・呼息相に左右第7肋間，周波数:100Hz)と8ヵ所刺激群(刺
激部位:吸息相に左右第2および第4肋間・呼息相に左右第7お
よび第9肋間，周波数:100Hz)とした。コントロール群として，
振動音のみを対象者に与えるSham刺激群を設定した。対象者
に背臥位の姿勢をとらせ，振動刺激器と胸腹部運動を測定する
Respiratory Inductance plethysmograph (RIP)，換気量を測定
するフローセンサーを装着した。測定者が対象者の呼吸運動を
観察し，呼吸に合わせて振動刺激器による振動および振動音を
手動で操作して刺激を与えた。実験は，各群でそれぞれ安静呼
吸1分後に呼吸に合わせた振動刺激1分間の組み合わせを3施行
実施して測定した。測定項目は，1回換気量(VT)，分時換気量
(VE)，呼吸数(fR)，胸部変位量(Rib)，腹部変位量(Abd)，呼吸困
難感の自覚症状としてVisual analogue scale(VAS)とした。統計
学的処理として，各刺激群を独立変数に設定した線形混合モデ
ルを使用し，各測定項目の変化を比較した。なお，有意水準は
5%とした。
【結果】4ヵ所刺激群と8ヵ所刺激群は，VTおよびVE，Ribで
Sham刺激群より有意に増加した。8ヵ所刺激群のVTおよびVE，
Ribは，4ヵ所刺激群より有意に増加した。fRおよびAbd，VAS
は各群で有意な変化は認めなかった。
【考察】8ヵ所刺激群のVTおよびVE，Ribは，Sham刺激群と4
ヵ所刺激群より有意に増加した。振動刺激を与える部位を複数
箇所にすることで，より多くの肋間筋活動が認められ，胸部変
位量が増大し，換気量が増加したと考えた。
【結語】上位肋間と下位肋間への複数部位振動刺激は，単数部
位振動刺激よりも多くの肋間筋活動により換気量が増加した。
【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:令和2年961号)の承認を得て実
施した。

【目的】仙骨の傾斜角度は腰椎の前後弯との関連があり，姿勢
アライメントを評価する上で重要な指標の一つである．我々は
これまでデジタル傾斜計を用いて仙骨傾斜角を体表から測定す
る方法について検討してきたが，曲線の仙骨を傾斜計の測定面
で測定する限界があった．そこで，本研究では2点で測定でき
るノギスとスマートフォンアプリケーションを用いた仙骨傾斜
角測定において検者内および検者間の信頼性を検討することを
目的とした．
【方法】対象は健常若年者42名 (男性21名，女性21名)とした．
検者は測定に習熟した理学療法士2名，測定値の盲検化のため
に測定値を読み取り記録する測定補助者を1名とした．寸法
300mmのノギス(モノタロウ社)にiPhone 10(Apple社)を固定し，
iPhoneに内蔵されている角度計測アプリの水準器(iTunes K．K，
Apple社)を用いて測定し，測定値を測定補助者が記録した．矢
状面における仙骨傾斜角度は，ノギスの外側ジョウの部分を指
標となる2点 (仙骨で最も隆起している部分，仙骨上縁)に当て
て測定した．測定肢位は立位，腹臥位，座位の3つの肢位で実
施した．検者は各肢位で2回連続測定を行った．また，2名の検
者が測定する間，対象者は同一肢位を保持して測定した．統計
は2回の測定値から検者内，2回目の測定値から検者間の信頼性
について級内相関係数(ICC)を用いて検討した．統計ソフトは
R2.8.1を用い，有意水準は5%とした．
【結果】ICC(1，1)は各肢位で0.97 0.98であった．ICC(2，1)
は，立位では0.91，座位では0.31，腹臥位では0.83となった．
【考察】ICCの値は3姿勢の検者内，立位と腹臥位の検者間にお
いて0.8以上であり，ノギスを用いたこれらの仙骨傾斜角の測
定は信頼性が高いと考えられた．よって，検者内と検者間の値
の比較が可能であると考えられた．しかし，座位での検者間信
頼性はICC値が0.31と低値を示した．座位での測定も骨指標は
他の姿勢と同様であり，信頼性が低く止まった要因は不明であ
る．座位の検者間信頼性に影響した要因について，検者，被検
者，測定機器と方法の面から検討する必要性がある．なお，用
いた仙骨傾斜角の測定は体表からの測定であり，生体内の仙骨
傾斜角との比較も必要であると考えられた．
【結語】ノギスとスマートフォンアプリケーションを用いた腹
臥位，座位，立位で行う仙骨傾斜角の測定は，座位における検
者間再現性を除き，検者内と検者間信頼性が高いことが考えら
れた. (国際医療福祉大学大学院修士論文より抜粋)
【倫理的配慮、説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき，
対象者の十分な理解と同意を得て実施した．また，研究実施施
設の倫理審査委員会にて承認を得て実施した．
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高齢変形性股関節症女性患者のTimed Up & Go
Test と下肢筋力、大腿四頭筋の筋厚、筋輝度と
の関連性

ポスター発表2

マウスの変形性関節症に対する昇り坂および降
り坂トレッドミル運動の影響

○李 昌欣 1)，井上 翔太 1,2)，畠山 隼平 1,2)，
脇本 祥夫 1)，姜 函林 1)，高村 大祐 1,3)，森山 英樹 4)
1) 神戸大学大学院 保健学研究科
2) 日本学術振興会 特別研究員
3) 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
技術部
4) 神戸大学 生命・医学系保健学域

○二宮 一成 1,2)，高平 尚伸 2,3)，池田 崇 1,4)，
鈴木 浩次 1)，佐藤 良治 1)，平川 和男 5)
1) 湘南鎌倉人工関節センター リハビリテーション科
2) 北里大学大学院 リハビリテーション科学
3) 北里大学 医療衛生学部リハビリテーション学科
4) 昭和大学 保健医療学部
5) 湘南鎌倉人工関節センター 整形外科

【目的】変形性関節症 (OA)は、非炎症性の慢性進行性関節疾
患である。OA患者には、適度な運動が広く推奨されている。
しかし、昇り坂や降り坂における走行運動が変形性関節症の軟
骨の変化を予防・緩和できるかどうかは未だ明らかになってい
ない。本研究の目的は、昇り坂または降り坂のトレッドミル運
動がマウス膝OA軟骨に及ぼす影響を評価し、トレーニングや
OA予防の基礎とすることである。

【はじめに、目的】
近年、骨格筋の質的指標として超音波画像診断による筋輝度評
価が重視されている。これまでにこれまでに健康高齢者や疾病
を有する患者の運動機能と下肢筋力、筋厚、筋輝度との関連性
は数多く報告されているが、変形性股関節症(股OA) 患者を対
象とした報告はされていない。そこで、本研究では、股OA患
者の運動機能と下肢筋力、大腿四頭筋の筋厚、筋輝度との関連
性を明らかにすることを目的とした。

【方法】雄性8週齢のC57BL/6Jマウスの右膝に、代表的なマウ
スOAモデルを作出する内側半月板の不安定化 (DMM)手術、左
膝に偽手術を行った。そしてDMM群 (未走行)と3つの介入群 (
平地群、昇り坂群、降り坂群)の計4群に各8匹を割り当てた。
DMM翌日より、速度12m/分、介入時間30分/日、毎日のトレ
ッドミル運動を、傾斜0° 、20° 、－20° で行わせた。DMMま
たは偽手術後4週目にマウスを安楽死させ、軟骨損傷の評価
(OARSIスコア)、 ADAMTS5・MMP13・Ⅱ型コラーゲン・アグ
リカン・Sox9に対する免疫組織化学分析を行った。さらにマイ
クロCTで軟骨下骨の変化を分析した。

【対象と方法】
対象は、湘南鎌倉人工関節センターにて初回人工股関節全置換
術(THA)を予定している変形性股関節症(股OA)女性患者58例と
した(平均年齢: 70.6歳)。取り込み基準は、評価時年齢が65歳
以上85歳未満である者、他に重篤な内科的・整形外科的疾患が
ない者とした。運動機能はTimed Up & Go Test (TUG-t)とし、
下肢筋力の評価は、ハンドヘルドダイナモメーターを使用し、
股関節外転筋力(外転筋力)、膝関節伸展筋力(膝伸展筋力)を測
定した。筋組織は、ワイヤレス超音波画像診断装置(富士フイ
ルムメディカル株式会社iViz air )を用いて、大腿四頭筋の筋厚(
大腿直筋と中間広筋の和)、筋輝度(大腿直筋と中間広筋を解析
対象筋とし、画像処理ソフトを使用)を測定した。統計学的分
析は、TUG-tを従属変数、外転筋力、膝伸展筋力、筋厚、筋輝
度を独立変数としたステップワイズ重回帰分析を用いた。有意
水準は5%とした。

【結果】OARSIスコアは、DMM群と比較して、昇り坂群と平
地群で有意に減少した。免疫組織化学染色では、昇り坂群と平
地群のアグリカン、II型コラーゲン、SOX9が増加し、MMP13
とADAMTS5が減少した。マイクロCTでは、DMM群と比較し
て、平地群と昇り坂群のBV/TVは高値を示した。
【考察】OAの発症と進行は、主に関節軟骨の細胞外基質
(ECM)の合成と分解のアンバランスに起因する。本研究では、
平地群と昇り坂群でECMの主たる構造タンパクであるII型コラ
ーゲンとアグリカンが増加しており、ECMの合成が促進される
ことが示された。さらに平地群と昇り坂群では、ECMの主たる
分解酵素であるMMP13とADAMTS5が有意に減少しており、
ECMの分解が抑制されることが示された。加えて、平地群と昇
り群では、軟骨下骨の骨量も増加していることが示された。

【結果】
重回帰分析の結果、TUG-tには筋輝度(β :0.607、p<0.01)、外
転筋力(β :-0.364、p<0.01)が有意に関連し、膝伸展筋力、筋
厚は有意な関連を認めなかった。
【考察】
高齢股OA女性患者のTUG-tには外転筋力に加え、大腿四頭筋の
筋輝度が関連することが示唆された。これまでに筋輝度は筋内
非収縮組織量を反映し、高齢者の下肢筋力や運動機能、日常生
活動作能力と強く関連することが報告されている。また、廃用
性筋萎縮や疾病により筋内非収縮組織量が増加している高齢者
では、筋厚が過大評価される可能性が示唆されている。従って、
高齢股OA女性患者のTUG-tには、筋厚よりも筋輝度が強く関連
したと考えた。

【結語】OAの進行予防には、平地もしくは昇り坂での運動が
推奨されることが明らかとなった。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は神戸大学動物実験委員か
らの承認を得た (承認番号:P210507 )。

【結語】
高齢股OA女性患者のTUG-tには、外転筋力、大腿四頭筋の筋輝
度が強く関連することが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究はヘルシンキ宣言に基づき実施した。研究対象者には本
研究内容を説明し、口頭および書面にて同意を得て実施した。
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外側広筋からＦ波を記録する際の刺激頻度が痛
みや検査値に与える影響

ポスター発表2

超音波画像診断装置による脛骨回旋アライメン
ト測定

黒部 正孝 1,2)，○鈴木 俊明 3)
1) 田辺中央病院 リハビリテーション科
2) 田辺中央病院 リハビリテーション臨床研究部
3) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

○木下 敬詩 1,2)，北野 雅之 1,3)，宮下 敏紀 4)，
池津 真大 4,5)，坂井 寛充 2)，工藤 慎太郎 1,4,6)
1) 森ノ宮医療大学大学院 保健医療学研究科
2) 近畿大学病院 リハビリテーション部
3) 株式会社mediVR クリニカルマネジメント部門
4) 森ノ宮医療大学 インクルーシブ医科学研究所
5) AR-Ex尾山台整形外科 リハビリテーション科
6) アレックス メディカルリサーチセンター

【目的】F波とは、α 運動神経に電気刺激を与え発生した逆行
性インパルスが脊髄前角細胞で再発火し、順行性インパルスと
なって末梢の支配筋で記録された複合活動電位であり、神経伝
導速度や脊髄前角細胞の興奮性を評価するために用いられる。
従来、外側広筋からF波を記録する際は0.5Hzで大腿神経を電気
刺激していたが、対象者が強い痛みを感じ検査を行えないこと
があった。そのため、痛みなく検査を行える方法を明らかにし
たいと考えた。そこで本研究は電気刺激の頻度に着目し、異な
る刺激頻度で外側広筋からF波を記録した際の、痛みや検査値
の変化について検討した。

【目的】過度な脛骨の回旋運動は軟骨を変性させ、変形性膝関
節症に繋がることが示唆されており(Stergiou N, 2007)、脛骨
の回旋評価は重要である。先行研究では、脛骨の回旋はCTを用
いた3D-to-2D registration technique(Ikuta F, 2020)による測定
が行われているが、臨床現場で実施することは容易でない。そ
こで、我々は超音波画像診断装置 (US)を用いた脛骨回旋アライ
メント(Tra)の測定方法を考案した。本研究の目的は、USと慣
性センサー (IMU)を用いたTra測定の関係性を検証する事とし
た。
【方法】対象は健常成人36名 (男性27名、女性9名、身⾧
168.9± 7.7cm、体重63.3± 8.6kg、32.0± 6.2歳)とした。US
(Canon社製, Xario)によるTra測定は、7.5MHzのリニアプロー
ブを使用し、Bモードにて実施した。測定肢位は腹臥位 (非荷重
位)と立位 (荷重位)とし、プローブ位置は膝後面を⾧軸走査に
て大腿骨外側顆と脛骨外側顆、大腿骨内側顆と脛骨内側顆をそ
れぞれ描出した。体表から大腿骨・脛骨の各顆までの距離の差
分を算出し、その差をML gapと定義し、ML gapによりTraを
測定した。更に大腿・下腿外側部にIMU (ATR-Promotions社製
, TSND151)を貼付し、各センサーの回転角度から膝関節の回旋、
屈曲-伸展の相対的角度を算出した。運動課題は非荷重位での
膝関節完全伸展位までの座位膝伸展運動と荷重位での膝関節を
完全伸展する起立動作を各3回実施した。課題運動時の膝最終
伸展位での脛骨回旋角度を脛骨外旋角として算出した。非荷重
・荷重位におけるUSを用いたML gap とIMUを用いた脛骨外旋
角の関係をPearsonの積率相関係数を算出し、非荷重・荷重位
における各変数の比較はt検定を用い、有意水準は5％未満とし
た。
【結果】非荷重位では、ML gap-1.0± 3.2mm、脛骨外旋角6.7
± 5.7° 、荷重位では、ML gap-1.0± 2.9mm、脛骨外旋角12.0
± 4.2° 、非荷重・荷重位のML gapの有意差は認めなかったが、
脛骨外旋角は有意差(p<0.001)を認めた。非荷重位におけるML
gapとの間に有意な正の相関(r=0.52, p<0.01)、USを用いた荷重
位におけるML gapとの間に有意な弱い正の相関(r=0.45,
p<0.01)を認めた。
【考察】脛骨外旋位は、脛骨内側顆が前方偏位し、脛骨外側顆
が後方偏位している。ML gapは脛骨内外側の偏位を体表まで
の距離で測定しているため、Traを反映し、脛骨外旋角と相関
したと考えられた。CTを用いた先行研究では、非荷重・荷重位
における膝関節最終伸展位のTraは一致し(Li P, 2022)、USを用
いた本研究でも同様の結果が得られた。USを用いたTra測定は
CTに比べ簡便であり、本法は臨床現場でも活用できる可能性が
ある。
【結語】USを用いたTra測定は臨床現場でも簡便に使用できる
ことが示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者が所属する施設の
研究倫理委員会(承認番号:R03-296 )の承認を得て実施した。

【方法】健常男性12名、平均年齢26.2を対象とした。実験の
手順は、0.5Hzで電気刺激し外側広筋からF波を記録する0.5Hz
試行と、0.2Hzで電気刺激し外側広筋からF波を記録する0.2Hz
試行をランダムに実施した。なお各試行の直後に、Visual
analog scale (以下、VAS)を用いて痛みの程度を評価した。F波
の記録には、誘発筋電計を用いた。F波刺激条件として、刺激
電極は右外側広筋の内外側端に貼付し、刺激強度はM波の最大
振幅が得られる強度の1.2倍、持続時間は0.2ミリ秒、刺激回数
は30回とした。F波記録条件として、探査電極は右外側広筋遠
位部、基準電極は右膝蓋骨上、接地電極は右下腿前面に貼付し
た。分析項目は各試行のVASの値、F波立ち上がり潜時、出現
頻度、振幅F/M比とした。Shapiro-Wilk検定で各項目の正規性
を認めなかったために、Wilcoxonの符号付順位検定で試行間の
比較を行い、効果量rを算出した。
【結果】0.2Hz試行でのVASの値は、0.5Hz試行と比較して低下
を認め、効果量は小であった(p=0.02、r=0.29)。また0.2Hz試
行での出現頻度は、0.5Hz試行と比較して低下を認め、効果量
は小であった(p=0.01、r=0.25)。
【考察】侵害反射が生じる1.1倍強度の電気刺激を0.33Hz以上
の頻度で与えると、痛みの時間的加重が生じ、低頻度の電気刺
激時と比較して痛みが増大すると報告されている。そのため
0.5Hz試行では痛みの時間的加重が生じ、VASが高値となった
と考えた。また痛み刺激により運動皮質の興奮性が増大すると
報告されている。そのため0.5Hz試行では運動皮質の興奮性が
より増大し、皮質脊髄路を介して脊髄前角細胞の興奮性が促通
され、出現頻度が高値を示したと考えた。
【結語】0.5Hzと比較して0.2Hzで電気刺激を行うと、外側広
筋からF波を記録する際に対象者が感じる痛みを軽減できるこ
とが明らかになった。しかし刺激頻度を変えることで、検査値
が変化することに留意する必要がある。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者が所属する施設
の研究倫理委員会 (承認番号:R3-02)の承認を得て実施した。
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変形性股関節症の変形度合いを検出する非侵襲
非接触計測方法の提案 第一報;レントゲン画
像を用いた特徴点抽出

ポスター発表2

高硬度の対象物に対するStrain ratio計測の信頼
性

○山田 大智 1,2)，田中 則子 3)，小柳 磨毅 3)
1) 大阪電気通信大学大学院 医療福祉工学研究科 医療福祉
工学専攻 博士後期課程
2) 大阪大学医学部附属病院 リハビリテーション部
3) 大阪電気通信大学 医療健康科学部 理学療法学科

○増田 一太 1,2)，小出 卓哉 3)，⾧谷川 真紀 4)，
万野 真伸 5)
1) 国際医学技術専門学校 理学療法学科
2) 立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構
3) 大阪電気通信大学 医療健康科学部
4) 東海学院大学 健康福祉学部
5) 立命館大学 理工学部

【目的】
超音波診断装置のStrain elastography機能を用いたStrain ratio
(以下SR)計測は、音響カプラと対象物のひずみ値の比率から、
生体組織の硬度を非侵襲的に計測できる。乳腺腫瘍の診断を目
的に開発されたSR計測は、近年では運動器にも用いられている。
しかし、アキレス腱のSR計測では、検者内信頼性に比べ検者間
信頼性が劣ると報告され、腱などの硬い組織においては、SR計
測の信頼性が課題になっている。そこで、本研究の目的を、硬
度が既知の対象物を用いて、高硬度のSR計測の信頼性を確認す
ることとした。
【方法】
計測対象は、弾性率15kPaのファントム内部に配置した弾性率
の異なる内包物: ファントム1 (25、50、75、100kPa)、ファン
トム2 (100、200、300、400kPa)とした。SR計測には超音波
診断装置Noblusと、L64プローブ(日立社)と音響カプラ
(EZU-TECPL1: 弾性率22.6kPa, 日立社)を使用した。プローブの
押圧は、Strain graph機能を用いて± 0.7の範囲に制御した。音
響カプラのひずみ値を各内包物のひずみ値で除してSRを算出し
た。検者はSR計測を初めて経験する学生7名とした。一連の計
測を3日間練習し、その後1日3回、3日間計測を実施し、3回計
測した平均値を代表値とした。なお、信頼性の検討には、級内
相関係数 (Intraclass correlation coefficient; 以下、ICC )を用
い (有意水準5%)、あわせて計測値の線形性および誤差につい
ても検討した。
【結果】
ファントム1ではICC (1, 1)0.8以上が7名中6名であったが、フ
ァントム2のICC (1, 1)で0.8以上となった者は3名とファントム
1に比べて少なかった。内包物の弾性率とSRの関係には線形性
を確認できたが、300kPaと400kPaではSRのばらつきが大きか
った。内包物のひずみ値が小さい場合にSRが上昇し、ICCが低
下した。
【考察】
SR計測の計測原理では、計測対象の硬度が高くなるほどひずみ
値は小さくなるとされる。本研究の結果より、高硬度の内包物
は、ひずみ値が十分に検出されないことが信頼性を低下させて
いる可能性が示唆された。今後、硬度が高い対象の計測におい
て、安定したひずみ値を得るための手法の検討が必要と考えら
れた。
【結語】
既知の硬度の対象物を用いてSR計測の信頼性を検証した。低硬
度に比較して、高硬度の対象物のSR計測の信頼性が低い傾向が
確認された。
【倫理的配慮、説明と同意】
ファントムが対象であるため、該当する記載事項なし

【目的】
寛骨臼形成不全症に起因した二次性変形性股関節症は，⾧期経
過の後に運動機能障害が出現することから，受診時にOAグレ
ードが進行していることが少なくない．この背景に，これらの
疾患の初期症状が軽微なためADLに問題がなく，予防的な理学
療法を継続的に実施する機会が少ないことがある．これらの問
題を解決するためには，症状のない対象者にもレントゲン計測
を実施し経過を観察する必要があるが，被ばくや経済性の観点
から現実的に困難である．そのため，写真より得られる体表の
指標を基に，股関節の変形の度合いを推定することができれば，
これらの問題を解決することができる．しかし，現在，レント
ゲン画像以外に股関節疾患を明らかにすることができる指標は
存在しない．
そこで，本研究は，レントゲン画像上の骨指標を幾何学的に解
析し，股関節疾患を推定し得る指標を検出することを目的とし
た．
【方法】
変形性股関節症と診断された13例 (疾患群)と健常股関節4例 (
健常群)のレントゲン画像を用いて，変形性股関節症の診断に
用いられる指標である，CE角とSharp角との関係を明らかにし
た．レントゲン画像の特徴点は，上前腸骨棘の左右２点と大腿
骨大転子の左右２点の合計４点とした．レントゲン画像より得
たこの４点のX，Y座標より，各点間の⾧さ，角度，３点で構
成した三角形の面積を算出した．今回使用しているレントゲン
画像は画素数に差があるため，左右の大転子間距離を基準とし
て規格化を行った．
【結果】
算出したパラメータと診断指標であるCE角とSharp角を求めた．
各点間の⾧さにおいて疾患群と健常群において差はなかった．
各点間の角度では上前腸骨棘と大腿骨大転子間の角度において
疾患群では正中線ズレ角度が大きくなり，健常群でズレ角度が
小さくなる傾向が確認できた．
【考察】
変形性股関節症は，OAグレードの進行とともに，大腿骨頭の
外上方偏位が進行する．本計測結果より，疾患群の正中線ズレ
角度が大きくなったことは，大腿骨頭が外上方へ偏位する変形
性股関節症の特徴を把握できる可能性を示唆している．この他
の計測において，両群間に有意差がなかったのは，計測点を寛
骨臼に求めなかったことが原因と考えられ，当初の大腿骨頭の
変形や頚体角の変化が両群間に差をもたらすのではないかとい
う仮説は否定された．今後は，健常群を増やし検証を重ね，レ
ントゲン計測を行わなくとも，写真より得られた正中線ズレ角
度により変形性股関節症の変形度合いを検出する手法を確立し
たい．
【結語】
今回，レントゲン画像より算出した正中線ズレ角度は，変形性
股関節症と関連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実施し
た。

180

P-2-5-5

ポスター発表2

P-2-6-1

実験動物における簡易的な活動量分析の検討

ポスター発表2

回復期病棟入棟時の股関節骨折患者の歩行自立
に関する臨床予測ルール

○後藤 淳 1)，西田 亮一 2)，寺山 奨悟 3)，森 拓也 2,4)
1) 大阪公立大学 大学院医学研究科
2) 奈良県立医科大学 大学院医学研究科
3) 畿央大学 大学院健康科学研究科
4) 京都大学 医学部附属病院

○大山 ･ 輝，生方 雅人，齋藤 悠斗，岩本 紘樹
日高リハビリテーション病院 リハビリテーションセンター
【目的】
股関節骨折後の歩行自立に関連する予測因子を明らかにするこ
とは、的確な目標設定と適切なリハビリテーションを実施する
うえで重要である。しかしながら、回復期病棟入棟時に知り得
る情報を用いて、退院時の歩行自立の予測因子を検討した研究
はわれわれが検索しえた範囲ではない。そのため、このような
臨床予測ルールの開発は、回復期病棟入棟早期に退院時の歩行
自立を予測する一助になると考えた。そこで本研究では、股関
節骨折術後患者を対象に回復期病棟入棟時に知り得る情報を用
いて、退院時の歩行自立に対する臨床予測ルールを開発し、そ
の識別精度を評価することを目的とした。
【方法】
一施設の回復期病棟に2018年4月～2022年1月に入棟した、股
関節骨折術後患者195名 (年齢:82.0± 10.2歳)を対象に後ろ向
き研究を実施した。多発骨折、病前の屋内歩行が自立でなかっ
た患者、入棟時に既に歩行が自立していた患者は除外された。
退院時の歩行自立の有無の予測には、年齢・性別・既往歴・入
棟時のFunctional Independence Measureのmotor subscores
(FIM-M)とcognitive subscores (以下、FIM-C)、病前の移動能
力 (屋内の歩行手段と屋外歩行の自立有無)、介護度、骨折の種
類、手術方法、手術から入棟までの待機日数、受傷から手術ま
での間隔を予測因子とした決定木分析を用いた。最小親ノード
数、子ノード数、最大深度は、それぞれ10、5、3とした。
【結果】
決定木分析では、回復期病棟入棟時のFIM-C≧ 26点を歩行自立
の最良の単一識別因子として同定した。FIM-C≧ 26点の次に良
い予測因子は、屋外歩行の自立の有無であった。FIM-C<26点
では、次に良い予測因子は手術から入棟までの待機日数<18日
であった。識別精度は、Area Under Receiver Operating
Characteristic Curve (AUROC)で0.92であった。
【考察】
回復期病棟入棟時のFIM-C、病前の屋外歩行の自立、手術から
入棟までの待機日数は退院時の歩行自立の予測因子であった。
これらの予測因子は、回復期病棟入棟時に知り得る情報だと思
われる。これらの情報を入棟早期から医師・コメディカルと共
有することは、退院時の歩行自立を予測するうえでの一助とな
ると考える。
【結語】
回復期病棟入棟時に知り得る情報を用いて、股関節骨折術後患
者の退院時の歩行自立を特定するため高度の予測能力を有する
臨床予測ルールが開発された。
【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
:220403)の承認を得て実施した。

【目的】
行動解析 (BA) や活動量解析 (AA) は、薬理学的効果やトレーニ
ング効果の検証など用途は多岐に渡っている。しかし、これら
は特定の機器やソフトウェアを必要とし高額な費用が求められ
簡易的な測定が困難である。よって本研究の目的は、容易に入
手可能な携帯型端末と固定器具を用いた活動量分析の検討とし、
日中のラットの活動を定量化する方法を検討した。
【方法】
９週齢Wistar系雄性ラット10匹を用いた。使用器具は、スマー
トフォン、タブレット、ラット用ケージ (縦42.6cm/横
26.5cm/高さ19.5cm) 、撮影端末固定器具 (Viozon, AP-V6-2) 、
ノギスを用いた。撮影条件は、俯瞰と側方から撮影を実施し、
実験動物の活動性を評価するため、光源は動画撮影器具のみと
し暗帯となるよう配慮した。また、探索行動やグルーミング等
を考慮し、ケージ内に配置後60秒間のアイドリングを実施した。
撮影方向は俯瞰・側方の2方向とした。2方向ともに120秒間の
撮影を実施し、解析用に60秒間にトリミングした。その後、
15秒間ごとにGIF化によって得られたスライス画像を画像解析
ソフトImage J (Ver. 1.53a) を用いて解析した。活動量解析の
基準点は。ラットの両耳部を結んだ線の中央とした。基準点間
の距離が1cm以上で活動、1cm未満で不活動と定義し移動距離
(cm) 、活動時間 (sec) 、不活動時間 (sec) を算出した。算出し
た値は測定方法の信頼性検討のため、ICC 1.1およびICC 2.1を
算出し統計解析ソフトはEZR Ver.1.54を用いた。
【結果】
俯瞰撮影から得られた移動距離、活動時間、不活動時間の
ICC1.1/ICC2.1は0.99/0.95、0.96/0.89、0.96/0.95となった。
側方撮影から得られた移動距離、活動時間、不活動時間の
ICC1.1/ICC2.1は、0.99/0.96、0.95/0.90、0.96/0.94であった。
これらから、俯瞰・側方撮影の2方向から得られる各項目の測
定方法に一定の信頼性が得られた。
【考察】
BAやAAには、特定の機器やソフトウェアが必要とされており
安価と言っても、近年の研究費獲得が激化する中でこれら一式
を揃えるのは容易ではない。本実験では、入手が容易な機器・
器具でＢＡ，ＡＡの測定を実施した。結果として、ICC 1.1と
ICC 2.1の結果より、本測定方法に一定の信頼性が担保され簡
易的にBAやAAを行える可能性が示唆された。一方で、本検証
では、限定的な機器と環境での検証であり、既存機器との比較
検証は行えていない。本研究の限界点として、実験動物の正確
な活動等を評価できているかは不明であり、既存機器との整合
性や得られたデータの信頼性、妥当性の検証を今後実施してい
く必要性がある。
【倫理的配慮、説明と同意】
本検証は、畿央大学動物実験委員会の承認を得て実施した。(
承認番号: R02-10)
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患側下肢の最大荷重比は歩行時の初期接地から
荷重応答期での力の変化を反映する -歩行時に大
腿外側部痛を呈する大腿骨転子部骨折例におけ
る検討-

ポスター発表2

スマートフォンを用いた快適歩行速度計測の精
度

○佐藤 健 1)，堀田 一樹 2)，橋田 浩一 3)，
神谷 健太郎 2)，井上 達朗 1)，池上 諒 1)，田宮 創 1)，
椿 淳裕 1)，窪田 杏奈 4)，宮田 裕章 4)
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) 北里大学大学院 医療系研究科
3) 東京大学大学院 情報理工学系研究科
4) 慶応義塾大学 医学部医療・政策・管理学教室

○河西 謙吾 1,2)，福田 大輔 3,4)，奥野 泰介 1)，
丹羽 裕之 1)，宮下 敏紀 2)，北川 崇 3)，
工藤 慎太郎 2,4,5)
1) 加納総合病院 リハビリテーション科
2) 森ノ宮医療大学 インクルーシブ医科学研究
3) 東大阪病院 回復期リハビリテーション課
4) 森ﾉ 宮医療大学 総合リハビリテーション学部 理学療法
学科
5) アレックス メディカルリサーチセンター

【目的】本研究の目的は，スマートフォンを用いた歩行速度計
測の精度を検証することである．【方法】スマートフォンを所
有する健常大学生42名を対象に (21± 1歳，BMI 21.0± 2.4
kg/m2，iOS 34名，Android 8名)，自身のスマートフォンにヘ
ルスケアアプリ (Health CareあるいはGoogle Fit)および
Personal Life Repositoryライブラリを取り込んだアプリ
(Personary)をインストールし，歩行距離および歩行時間を記録，
抽出した．研究参加者はスマートフォンを下衣のポケットに入
れた状態で，信号，横断歩道および勾配のない609mの屋外歩
行路を研究参加者の快適な速さで歩行した．同時に，検査者は
ストップウォッチを用いて歩行時間を記録した．歩行速度は歩
行距離を歩行時間で除すことで算出された．また，実際の歩行
距離609mをストップウォッチで計測された真の歩行時間で除
すこと，真の歩行速度で算出した．真の歩行速度の平均値±
3SDを外れた値がスマートフォンで得られた場合，解析から除
外した．スマートフォンを用いた歩行速度と真の歩行速度の差
を誤差とし，誤差の平均値および標準偏差を解析した．真値と
スマートフォンに差がないという帰無仮説を検証するために，
対応のあるt検定を用いた．【結果】42名の研究参加者のうち，
16名のスマートフォンから歩行データが記録されなかった．ス
マートフォンで歩行データが記録された26名のうち，除外対象
となった研究参加者は7名であった．真の値と比較して除外対
象となった研究参加者の歩行速度は前例低値を示した (誤差
0.53± 0.18 m/s)．7名を除いた19名のデータをみると，真の
値と比較して全例のスマートフォンの歩行速度は低値を示した
(1.37± 0.12 vs. 1.21± 0.15 m/s, 真値 vs. スマートフォン, p <
0.01, 誤差 0.17± 0.13)．スマートフォンと真の歩行速度の間
に弱い正の相関関係を認めた (R2 =0.28, p =0.02)．スマート
フォンの歩行時間は真の歩行時間と差を認めなかったが (452
± 42 vs. 453± 69 s, 真値 vs. スマートフォン)，歩行距離は実
際の歩行距離と比べて全例短かった (539± 51 m)．【考察】ス
マートフォンで得られた歩行速度は真の歩行速度と正の相関関
係を認めたが，より低値を示した．その原因として，スマート
フォンによる歩行距離の精度の問題や，単回測定であったこと
などが影響していると考えられた．【結語】スマートフォンで
得られた歩行速度は真の値より0.17 m/sほど低く見積もられる
可能性がある．【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、発表者
が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号:18768-211126)
の承認を得て実施した．

【目的】
大腿骨転子部骨折後(TF)の大腿外側部の滑走性低下は同部の疼
痛と関連(K Kawanishi et al.,2020)すること,歩行の初期接地か
ら荷重応答期(IC-LR)に生じる力の変化を低下させ,歩行速度に
影響を及ぼすことが知られている(K Kawanishi et al.,2022)．し
かし,臨床場面で歩行中の力の変化，つまり下肢へ荷重量を特別
な機器を使用せずに簡便かつ定量的に評価することは難しい.下
肢への荷重評価として,静的立位での最大荷重量の計測は歩行能
力を反映するが (谷ら,2010/西森ら2010),歩行中の力の変化お
よび荷重量を示すかは不明である.そこで,本研究は歩行のIC-LR
における力の変化と患側下肢の最大荷重比との関係性を調査す
ることを目的とする.
【方法】
対象は所属機関の2施設へ入院し,観血的骨接合術(γ -nail法)を
施行し,歩行中の大腿外側痛を有するTF18名(年齢84.9± 7.0歳,
術後34.1± 15.3日)とした.運動課題は最大努力下での歩行とし
,3軸加速度計(ﾏ ｲ ｸ ﾛ ｽ ﾄ ｰ ﾝ 社,100Hz)を第3腰椎に貼付し
て,歩行中の加速度を計測した.加速度波形を時間微分し,前/後方
,内/外側,垂直方向の3軸を合成したjerk合成ﾍ ﾞ ｸ ﾄ ﾙ を算出し
た(Na A et al.,2019).歩行の6～10歩行周期から,各々のIC-LR
jerk(%Gait Cycle:0-12%)のpeak値を抽出して平均値を求めた.
患側下肢の最大荷重量 (谷ら,2010)は,体重で除して患側下肢の
最大荷重比(荷重比)とした.他に股外転や膝伸展の筋力を計測し,
体重比トルク値を算出した (Y Fukumoto et al.,2014)．歩行中
の大腿外側痛はNumerical Rating Scaleで調査した．統計学的
検討は荷重比・IC-LR jerk・最大歩行速度・下肢筋力・大腿外
側痛の各々の関係性をSpearmanの相関係数を用いて検討し,有
意水準は5％未満とした.
【結果】
荷重比64.5± 18.7%,IC-LR jerk 25.0± 12.3 m/s3,最大歩行速度
0.56± 0.19 m/s,股外転筋力5.7± 4.1kgF,膝伸展筋力 8.3±
4.1kgF,大腿外側痛 4.2± 2.1であった.Spearmanの相関係数の結
果,荷重比はIC-LR jerk(r=0.49),最大歩行速度(r=0.58)および股関
節外転筋力(r=0.52)とIC-LR jerkは最大歩行速度(r=0.68)と有意
な正の相関関係 (p<0.05)を示した.
【考察】
TFの歩行は患側下肢の荷重量低下が問題になる(D
Pfeufer,2019).しかしながら,歩行中の下肢荷重量を簡便に評価
することは困難であった.本結果より,荷重比は立位での荷重の
みならずIC-LRでの力の変化や股外転筋力と関連し,歩行速度に
影響することが示された.下肢荷重量が増加することで中殿筋や
大腿四頭筋の筋活動が高まる (兵頭,2008; 村田ら,2006).TFでの
荷重比では,股外転筋力と関連することから,これらの筋活動が
高いとIC-LRでの荷重も行いやすく,歩行速度とも関連したと考
えられた.
【結論】
TFのIC-LRの力の変化は,簡便な患側下肢への最大荷重比で評価
することができることが示された.
【倫理的配慮､ 説明と同意】
本研究は所属機関の倫理審査委員会の承認を得て実施した(承
認番号:2019-087).
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下肢伸展トルクと重心動揺との関係 -女性におけ
る検討-

○川﨑 友祐希 1)，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

○吉澤 隆志 1)，吉田 修一 2)，北村 匡大 1)
1) 令和健康科学大学 リハビリテーション学部 理学療法学
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【目的】人工膝関節全置換術 (Total Knee Arthoplasty以下
:TKA)の術後では、膝関節屈曲可動域の改善は重要な目標であ
る。我々は、屈曲可動域の制限因子となる膝蓋下脂肪体
(infrapatella fat pad以下:IFP)に着目し、膝関節屈曲に伴うIFP
の動態を超音波測定装置で計測して、TKA後患者と健常者で比
較した。結果、TKA後患者では健常者と比較し、膝関節屈曲に
伴うIFPの深部への移動量が低下することが示唆された。本邦
ではTKA後のIFPの硬度を治療前後で比較した報告はあるが、
膝関節屈曲に伴うIFPの動態は検証されておらず、可動域への
影響も明確でない。本研究の目的は、TKA後患者に対してIFP
の治療を行い、その効果を検証することとした。
【方法】対象はTKA後患者5名 (年齢75.6± 5.3歳)とした。対象
は全て健側と比較して患側で膝蓋骨後傾の制限を認め、IFPの
柔軟性低下が予測された。治療は林の報告をもとに、膝蓋腱を
両端から把持しIFPのストレッチを10分間行った。その前後で
IFPの評価と膝関節屈曲可動域の測定を行った。正常は膝関節
屈曲につれIFPが深部に移動し、膝蓋靭帯と脛骨前縁のなす角
度が鋭角となる。この動態を超音波測定装置Prosound-α (アロ
カ社)を用い、和田らの報告をもとに膝蓋靭帯と脛骨前縁のな
す角度を計測して評価した。計測は膝関節屈曲0° 、15° 、30
° 、45° 、90° それぞれ膝蓋靭帯の線維に平行にプローブを当
てIFPを描出し、各角度で3回ずつ撮影した。得た画像は画像解
析ソフトImage Jを用い、膝蓋靭帯と脛骨前縁とのなす角度を
計測し、3回の測定値の平均値を算出した。各角度の平均値の
差を角度変化量と定義し、0° から15° 、30° 、45° 、90° の
角度変化量を算出した。算出した角度変化量及び膝関節屈曲可
動域を治療前後で比較した。
【結果】角度変化量は治療後に全例で増大した。2例は膝関節0
° から45° で角度変化量が改善するも、屈曲後半では変化せず、
可動域も変化しなかった。3例では０° から45° で差異はなく、
0° から90° での角度変化量が増大し、屈曲後半のIFPの動態に
変化を認めたことが示唆された。屈曲可動域は平均で112.5°
から120° と改善した。
【考察】TKA後患者への治療にて、IFPの動態は即時的に改善
することが示唆された。可動域が変化しなかった２例は、膝関
節屈曲後半でのIFPの動態に変化を認めず、即時治療のみでは
IFPの深層の移動が改善しなかった可能性がある。
【結語】TKA後患者に対する治療にて、IFPの動態は改善する
も、可動域改善にはバラつきがあった。今後症例数を増やし検
討する必要がある。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は発表者が所属する施設の
研究倫理委員会 (承認番号:2021003)の承認を得て実施した。

【目的】
ヒトが立位動作を行う際の不安定性を示す指標として重心動揺
があり，下肢の各関節における筋力との関係性が深い．立ち上
がり動作などの閉鎖運動連鎖での運動形態では，股・膝・足関
節が複合した下肢全体としての伸展トルクが必要とされる．下
肢伸展トルクの増大に伴い重心動揺の減少が期待できるのであ
れば，下肢の各関節に対する筋力増強練習や立ち上がり練習と
いったアプローチの有用性を高めることとなる．我々は，昨年
の本学会において男性における下肢伸展トルクと重心動揺との
関係について発表したが，女性については検討できていなかっ
た．よって，本研究の目的は，女性における下肢伸展トルクと
重心動揺との関係性を調べることである．
【方法】
対象は，下肢に既往のない成人女性17名 (平均年齢20.0± 3.2
歳)とした．
下肢伸展トルクは，StrengthErgo240「三菱電機エンジニアリ
ング株式会社」を用いisokinetic modeにて50回転/分の回転速
度で5回の連続駆動により行い，利き足の下肢伸展動作時の左
右における体重比のピークトルクを測定した．ここで，測定肢
位は座位とし，バックレストの角度は110° とした．また，シ
ートの位置は左右のペダリングの変換点である下死点 (下肢の
最大伸展位)において膝関節30° 屈曲位，足関節0° 背屈位にな
るように設定した．下肢伸展トルクの測定は，3回試行しその
平均値を算出した．
重心動揺は、Body Pressure Measurement System 「ニッタ株
式会社」を用いて，足圧中心分布データから利き足の総軌跡⾧
と外周面積を算出した．測定肢位は開眼および裸足での片脚立
位とし，股・膝関節は軽度屈曲位とした．また，両上肢は軽く
体側に付け，2ｍ前方の視線と同じ高さの点を注視させた．片
脚立位保持時間は30秒とし，左右各々2回ずつ施行し動揺が少
ない値を代表値とした．
統計解析として，下肢伸展トルクと重心動揺の関係についてス
ピアマンの順位相関係数を用いて調べた．なお，統計解析には
SPSS Statistics V26.0を使用し，有意水準は5％とした．
【結果】
下肢伸展トルク (Ｎm/kg)は，1.8± 0.3であった．総軌跡⾧
(cm)と外周面積 (cm2)は，それぞれ64.3± 16.8・2.3± 1.2であ
った．統計解析の結果，下肢伸展トルクと総軌跡⾧および外周
面積との間に負の相関が認められた (p<0.05)．
【考察】
下肢伸展トルクも重心動揺も下肢の各関節における筋力との関
係が大きく，その結果として両者の相関が認められたと考える．
【結語】
理学療法士が重心動揺軽減目的にて，下肢の各関節に対する筋
力増強練習や立ち上がり練習を積極的に行い，下肢伸展トルク
の増大を図ることの意義が見出せた．
【倫理的配慮，説明と同意】
事前に，研究趣旨，測定方法，結果の処理方法などについて十
分な説明を行い，その後同意書に署名をした者を研究対象とし
た．本研究は，研究協力施設の倫理委員会の承認を得た上で実
施した (承認番号FW-20-08)．

183

