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坐骨神経挫滅損傷モデルラットに対する超音波
治療が脊髄後根神経節に与える影響の検討

ポスター発表3

有酸素運動が化学療法誘因性末梢神経障害モデ
ルラットに及ぼす影響

○徐 仕軒，伊藤 明良，河合 秀紀，中原 崚，
趙 梓汐，戴 嘉，青山 朋樹，黒木 裕士
京都大学大学院 医学研究科理学療法学講座
【目的】
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末梢神経損傷は当該する感覚・運動機能障害が生じることで日
常生活活動を制限する。末梢神経の修復プロセスは⾧い時間を
要するため、軸索再生及び運動機能を促進させる方策を開発す
る必要がある。超音波治療による軸索再生効果が動物実験にて
確認されてきた。これまで超音波を照射する軸索損傷部位にお
ける再生作用機序について検討がなされてきたが、軸索の本体
であるニューロン自体における反応については不明である。本
研究では、坐骨神経挫滅損傷モデルラットに対して超音波治療
を実施した際の脊髄後根神経節 (DRG)における反応を明らかに
することを目的として実験を行った。

【目的】がん患者において，化学療法誘因性末梢神経障害
(Chemotherapy-induced Peripheral Neuropathy: 以下，CIPN)
は患者のQOLの低下を引き起こす重大な問題となっている．し
かしながら，CIPNに対する効果的なリハビリテーションは確
立されていない．類似した症状を呈する糖尿病性末梢神経障害
は有酸素運動によって予防・治療が可能であることを考慮する
と，CIPNに対しても有酸素運動が有効であり，症状を抑制す
ることができると考えられる．そこで，本研究ではCIPNモデ
ルラットに対する有酸素運動の予防効果を検討した．
【方法】実験動物には7週齢のSprague Dawley系雄性ラット32
匹を用い，これらを無作為に通常飼育する対照群 (n=11)，パ
クリタキセルを用いて末梢神経障害を惹起させた後，通常飼育
する非運動群 (n=11)，同様に末梢神経障害を誘発し，中強度
の有酸素運動を負荷する運動群 (n=10)の3群に振りわけた．運
動群に関して，週5回，中強度 (分速20m)の有酸素運動を計2週
間実施した．なお，1回の運動時間は15分とした．行動学的解
析として機械的刺激に対する痛覚閾値，熱痛覚閾値，活動量，
摂食量，体重を経時的に評価した．組織学的解析として足底皮
膚の表皮厚と表皮に存在する感覚神経密度，坐骨神経の軸索直
径とその周囲の髄鞘厚，ヒラメ筋線維の短径を測定した．

【方法】
12週齢Lewis系雄性ラット72匹に対し、坐骨神経挫滅損傷モデ
ルを作製し、超音波群と擬似照射群に無作為に分けた。術後翌
日より超音波群の損傷部位に強度(空間平均時間平均)140
mW/cm2、5分間/日の超音波治療を毎日実施した。擬似照射
群には強度を0とした擬似照射を実施した。損傷7日及び14日
後、同側DRGを採取して遺伝子発現解析 (各群各時点n =9)及び
脳由来神経栄養因子(BDNF)タンパク質の半定量解析 (各群各時
点n =5)を免疫組織化学染色法にて実施した。損傷21日後、三
次元動作解析装置にて運動機能解析を行った後、坐骨神経を採
取して有髄線維の密度、直径、軸索の直径及び髄鞘厚を組織学
的手法にて計測した。統計手法は超音波群と擬似照射群の2群
間でStudentのt検定を行った。有意水準は5％とした。

【結果】運動群と非運動群との間に有意な差を認めたのは熱痛
覚閾値と体重のみであった．熱痛覚閾値に関しては非運動群と
比較して運動群は有意に高値であり，体重は有意に低値を示し
た．その他の行動学的，組織学的解析においては有意な差を認
めなかった．

【結果】
損傷後7日において、損傷により発現上昇したBDNF 及びイン
ターロイキン-6(IL-6)のmRNAは、擬似照射群と比較して超音波
群で有意に減少した (p＜0.05)。BDNFタンパクの解析では、損
傷後14日の時点で超音波群におけるBDNFタンパクの染色性が
擬似照射群と比較して有意に高かった (p＜0.05)。運動機能解
析では、超音波群のtoe off時足趾伸展角度が擬似照射群に比べ
て有意な改善が認められた (p＜0.05)。さらに、超音波群での
坐骨神経中の有髄線維密度は擬似照射群と比較して有意に増加
し (p＜0.01)、髄鞘厚も有意に増加した (p＜0.01)。

【考察】本研究において，CIPNモデルに対して有酸素運動を
実施した結果，CIPNにおける組織学的変化を有酸素運動によ
って抑制することはできなかったが，熱痛覚閾値の低下だけは
防ぐことができた．この変化は中枢神経系の作用が予想される．
また，体重では運動群が他の2群に比べて有意に低値を示して
いるが，これは化学療法による食欲減衰が運動により助⾧され
た可能性が考えられる．以上のことから，化学療法を受けるが
ん患者に対しては運動量や強度，その時期等に注意していくこ
とが重要であると考える．

【考察】

【結語】本研究ではCIPNモデルに対する有酸素運動の予防効
果を検討したが，今回設定した有酸素運動ではCIPNの組織学
的変化の進行を抑制することができなかった．

運動機能解析及び坐骨神経の組織学的解析結果より、超音波治
療が神経再生促進効果を有することを再確認した。さらに、軸
索損傷によって惹起されたDRGにおけるBDNF及びIL-6の遺伝
子発現応答が、超音波治療によって減弱する反応が認められた。
一方で、BDNFタンパクは超音波群でより⾧期的な染色性が認
められた。これは、DRGにおけるBDNFの遺伝子レベルの発現
とタンパクレベルでの動態が異なる可能性を示唆している。

【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，発表者が所属していた
組織 (平成28年～令和3年)の動物実験倫理委員会 (承認番号:
1809051477)の承認を得て実施した．

【結語】
坐骨神経挫滅損傷モデルラットに対する超音波治療は、損傷に
よって惹起されたDRGにおけるBDNF及びIL-6の遺伝子発現を
抑制し、BDNFタンパクの⾧期的な存在を誘導した。
【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:MedKyo21081)の承認を得て実施した。
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高強度経皮的電気刺激は疼痛促通系を抑制しな
い

神経障害性疼痛モデルマウスに対する交代浴の
試み ～温浴40℃と冷浴18℃による検討～

【目的】
経皮的電気刺激(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation:
TENS)は鎮痛目的で実施する電気刺激療法であるが、慢性疼痛
患者への効果は少ないと報告されている。慢性疼痛の病態の一
つに疼痛促通系の亢進が挙げられるが、これに対する治療効果
を検証した報告は少ない。高強度で短時間電気刺激することで
鎮痛を図る高強度TENSは、鎮痛効果が高いと報告されており、
疼痛促通系にも効果が生じる可能性がある。疼痛を神経生理学
的に測定する実験的疼痛方法として侵害屈曲反射(Nociceptive
Flexion Reflex : NFR)があり、この実験的疼痛の時間的加重を与
えることで、疼痛促通系を測定するTemporal Summation NFR (TS-NFR)がある。TS-NFRを用いて高強度TENSの効果を検
証した報告はない。本研究の目的として、高強度TENSが疼痛
促通系に与える影響をTS-NFRを用いて健常人で検証すること
とした。
【方法】
健常人29名を高強度TENS群とコントロール群の2群に分けた。
高強度TENS群は高強度TENSを60秒間与え、コントロール群は
60秒間安静とした。両群とも介入前後に、NFR閾値、TS-NFR
閾値を測定した。NFR閾値は左腓腹神経に電気刺激をし、左大
腿二頭筋の筋電図を測定し、NFRが出現した刺激強度をNFR閾
値とした。TS-NFRはNFRを0.5秒間隔で3発与え3発目にNFRが
出現した刺激強度をTS-NFR閾値として測定した。NFR閾値と
TS-NFR閾値に対して、分割プロットデザインの分散分析とボ
ンフェローニ法で解析し、有意水準は5%とした。
【結果】
NFR閾値は、高強度TENS群は実施前と比較して有意に上昇し
た(p =0.017)。しかし、TS-NFR閾値は各群とも実施前と比較
して上昇しなかった(高強度TENS群p =0.201, コントロール群
p =0.09)。
【考察】
NFR閾値が上昇したことから、高強度TENSは中枢神経系で侵
害刺激を抑制する可能性が示唆された。しかし、TS-NFR閾値
が変化しなかったことから、高強度TENSは疼痛促通系を抑制
しない可能性が考えられた。
【結語】
高強度TENSは疼痛促通系を抑制しない可能性が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は倫理委員会の承認(20-3)を得た後に、ヘルシンキ宣言
に基づき、対象者に文書を用いて十分に説明を実施し、書面に
て同意を得て実施した。

【目的】
神経障害性疼痛の症状を呈する患者は強い痛みにより日常生活
が制限される。神経障害性疼痛は痛覚過敏やアロディニアなど
の症状を呈するため、発痛部分に触れることが困難であり、理
学療法の実施に難渋する。さらに、神経障害性疼痛に対する治
療法は確立していないため、疼痛を軽減する方法を模索する必
要がある。理学療法士が行う物理療法である交代浴は、神経障
害性疼痛の治療法として紹介されているが、科学的根拠が不十
分であり治療効果にも懐疑的である。
本研究は神経障害性疼痛モデルであるspared nerve injury (以
下:SNI)モデルマウスに対して、交代浴が神経障害性疼痛に与
える影響を検討する。
【方法】
マウスを交代浴群、SNI群、sham群に分けた。SNIモデルは坐
骨神経の3本の枝のうち総腓骨神経と脛骨神経の結紮後にその
遠位を切離した。行動観察は各群の術前と術後7日、8日の逃避
反応閾値 (paw withdrawal threshold:PWT)を測定した。交代
浴群はSNI モデルマウスの作製術後7 日目の行動観察前に交代
浴を実施した。
【結果】
SNI群と交代浴群では、術前に比べて術後7日目、8日目におい
てPWTが有意に低下した。sham 群では、術前に比べて術後7
日目、8日目においてPWTは有意に低下しなかった。さらに、
術後7日目、8日目ともに交代浴群とSNI群はsham群との間で
PWTについて有意差が認められた。しかし、交代浴群とSNI群
は術後7日目のPWTについて有意差が認められたが、術後8日
目のPWTについて有意差は認められなかった。
【考察】
PWTの低下はアロディニアの症状を示している。本研究の結果
より、sham群では、術前に対して術後7日目と8日目における
PWTが有意に低下しなかったことから、アロディニアを発症し
ていないことが考えられた。SNI群と交代浴群では、術前に対
して術後7日目と8日目におけるPWT が有意に低下したことか
ら、アロディニアを発症していると考えられた。さらに、各時
点のPWTより、術後7日目と8日目において、SNI群と交代浴群
はsham群の間のPWTに有意差が認められたことからアロディ
ニアが発症していると考えられる。しかし、術後7日目におい
てSNI群と交代浴群のPWTの間にも有意差がみられたことから、
疼痛が軽減されている可能性も考えらえた。したがって、術後
7日目では、交代浴群にアロディニアが発症していることと軽
減されていることの両方の可能性が考えられた。また、術後8
日目の交代浴群とSNI群のPWTの間に有意差がみられなかった
ことから、アロディニアを発症していたと考えられた。
【結語】
神経障害性疼痛モデルマウスに対する交代浴はアロディニアの
軽減の可能性を示した。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者が所属する組織の動物実験倫理委員会 (承認
番号:21-02A)の承認を得て実施した。
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1) 畿央大学 健康科学部
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3) 畿央大学大学院 健康科学研究科

○猪俣 陽一，伊藤 光，奥村 仁，川島 歩羽，
佐久本 祐里，佐々木 千智，村野 美緒，山谷 星花
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脳内出血後の運動は損傷側大脳皮質におけるヒ
ストンアセチル化を増強する

ポスター発表3

網羅的miRNA発現解析による適度な運動量の指
標となる血中miRNAバイオマーカーの同定
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【目的】
脳卒中後の運動は脳の神経可塑性に関わる遺伝子発現を調整す
ることが知られている。遺伝子発現の調整には、DNA塩基配列
の変化を伴わない制御機構であるエピジェネティクスが関与し
ている。中でもヒストンアセチル化はエピジェネティクス調整
を担うヒストン修飾の主要なメカニズムであり、ヒストンアセ
チル化により遺伝子発現は活性化する。健常動物を用いた基礎
研究において、運動が海馬におけるエピジェネティクスを調整
し、神経可塑性を高めることが報告されている。しかし、脳卒
中後の運動がエピジェネティクスに及ぼす影響は精査されてお
らず、とりわけ脳内出血 (intracerebral hemorrhage; ICH) 後の
大脳皮質におけるヒストン修飾に関する報告は認められない。
そこで本研究は、ICHモデルラットに対する運動が大脳皮質に
おけるヒストン修飾に及ぼす影響について検証することを目的
とした。
【方法】
7週齢Wistar系雄性ラットを、偽手術 (SHAM) 群、ICH群、ICH
後に運動を行うICHEX群の3群に分けた (各群 n =6)。ICHは左
線条体から内包領域にcollagenaseを注入して誘導した。SHAM
群には同量の生理食塩水を注入した。ICHEX群は、術後3日か
らトレッドミル運動 (速度11 m/分、30分) を2週間行った。術
後16日目に全脳を採取し、凍結保存した。両側大脳皮質感覚運
動野におけるヒストンH3アセチル化およびヒストンH4アセチ
ル化を生化学的に定量解析した。統計処理は一元配置分散分析
を実施し、Tukey法による多重比較を行った。有意水準は5%と
した。
【結果】
生化学解析の結果、損傷側では、ヒストンH3アセチル化量は
SHAM群と比較してICHEX群で有意に高値を示し(p =0.026、F
(2, 15) =4.701)、ヒストンH4アセチル化量はSHAM群と比較し
てICHEX群で有意に高値を示した (p =0.048、F (2, 15) =
3.716)。非損傷側では、ヒストンH3アセチル化量はSHAM群と
比較してICH群で有意に高値を示し (p =0.008、F (2, 15) =
6.482)、ヒストンH4アセチル化量における有意な群間差は認
められなかった (p =0.057、F (2, 15) =3.491)。
【考察】
ICH後の損傷測大脳皮質感覚運動野において、運動によるヒス
トンアセチル化量の増加が認められた。このことはICH後の運
動が損傷側大脳皮質感覚運動野におけるヒストンアセチル化を
伴うエピジェネティクス制御を通して可塑的遺伝子発現を活性
化させる可能性を示唆している。一方、非損傷側においては運
動に伴うヒストンアセチル化量の変化は認められなかったこと
から、このエピジェネティクス制御は損傷側と非損傷側でその
動態が異なり、損傷側に特異的であることが示唆された。
【結語】
ICH後の運動は損傷側大脳皮質感覚運動野におけるヒストンア
セチル化の促進を通して、可塑的遺伝子発現に寄与する可能性
が示唆された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は発表者が所属する組織の動物実験倫理委員会 (承認番
号: 20-0071) の承認を得て実施した。

【目的】
運動の好ましい効果を得るためには、運動量は適度である必要
がある。しかしながら現時点では、適度な運動量を高感度かつ
特異的に規定できる指標は存在しない。循環型マイクロRNA
(miRNA)は、細胞外の体液中で安定して存在しており、全身状
態を鋭敏に反映する。さらに、血中のmiRNA発現量は、身体機
能や身体活動と関連することが分かっており、適度な運動量を
規定するバイオマーカーの候補になり得ると考えた。本研究で
は、適度な量の運動後の血中miRNA発現プロファイルを明らか
にし、適度な運動のバイオマーカーの候補となるmiRNAを同定
することを目的とする前臨床試験を行った。
【方法】
8週齢の雄性C57BL/6マウスを対象とした。マウスを対照群、
我々が既に見出している適度な運動量の20 m/分のトレッドミ
ル走行を行う有酸素運動群、体重の120%の重錘負荷でラダー
昇降運動を行う筋力増強運動群の3群に分けた。各運動は1回の
み実施し、運動終了3時間後に血液を採取した。miRNAアレイ
解析により、血中miRNA発現量の変化を網羅的に解析した。さ
らに、miRNAアレイの解析結果から抽出した特定のmiRNAの発
現量をqPCRにより確認した (各群n =4)。
【結果】
miRNAアレイの結果、適度な運動量の単回運動で発現変化した
血中miRNAは、有酸素運動群で188個、筋力増強運動群で167
個であった (¦log2FC¦ >1)。このうち、96個のmiRNAは両群で
共通して発現量が変化していた。発現変動miRNAの標的遺伝子
を対象にKEGGパスウェイ解析を実施した結果、骨格筋の分子
応答に関与するパスウェイが検出された。qPCRにより特定の
miRNA発現量を評価したところ、有酸素運動後にmiR-A、
miR-B、miR-Cの発現量が増加し、両群でmiR-Dの発現量が増加
した (P <0.05)(miRNAの具体名の公表は控える)。
【考察】
本研究のmiRNAアレイの結果から適度な運動後に発現変化した
miRNAの多くが運動後の骨格筋適応に関与することが示唆され、
さらにその約50～60%は両群で共通していることが明らかとな
った。共通して発現変化したmiRNAは、運動様式によらず適度
な運動量を反映する可能性がある。さらに、miR-Dは両方の運
動群で発現が増加していた。miR-Dは骨格筋肥大や運動誘発性
血管新生に関与することが示唆されており、適度な運動量を規
定するバイオマーカーの候補となり得る。
【結語】
本研究結果から、適度な運動後に多くの骨格筋適応関連miRNA
が変動することが明らかとなり、特に、血中のmiR-Dは運動様
式によらず適度な運動量を規定できるバイオマーカーである可
能性が示された。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号:
P190814)の承認を得た。
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若齢期の運動習慣と脱トレーニングがOLETFラ
ットの耐糖能に及ぼす影響

ポスター発表3

OLETFラットにおける褐色脂肪組織の白色化に
対する食餌制限の効果

○藤田 直人，Nguyen Son Tien，西平 美鈴，
浦川 将
広島大学 大学院医系科学研究科

○西平 美鈴 1)，グエン ティエン ソン 1)，
永森 景太 2)，藤田 直人 1)，浦川 将 1)
1) 広島大学大学院医系科学研究科 運動器機能医科学研究室
2) 広島大学 医学部保健学科

【目的】
小児肥満の多くは成人期における肥満へと移行し、将来的に、
耐糖能障害などの肥満関連健康障害を引き起こす。よって、成
人期以降の健康障害に対応するには、成人期だけでなく、小児
期における病理も検討する必要がある。成人期における習慣的
な運動は肥満や耐糖能障害を改善するが、運動習慣を中断した
場合、脱トレーニング期間にその有効性は減弱していく。一方、
小児期における習慣的な運動は、例え運動習慣を中断したとし
ても、脱トレーニング期間中も運動の有効性が持ち越される場
合がある。しかし、小児期の運動習慣が脱トレーニング期間に
おける持ち越し効果に及ぼす影響についての報告は十分ではな
く、基盤となるデータの蓄積が必要である。本研究では、若齢
期の運動習慣と脱トレーンングが肥満に及ぼす影響を、耐糖能
障害に着目して検証した。
【方法】
肥満のモデル動物として4週齢の雄性OLETFラットを用い、4週
齢から8週齢にかけて運動を実施した後、8週齢から19週齢に
かけて運動を実施しなかった短期間運動・⾧期間脱トレーニン
グ群、4週齢から12週齢にかけて運動を実施した後、12週齢か
ら19週齢にかけて運動を実施しなかった⾧期間運動・短期間脱
トレーニング群、及び全飼育期間において運動を実施しなかっ
た非運動群に区分した。なお、本研究では軽度な有酸素運動を
採用し、運動期間中、毎日、1日12時間 (20:00から翌8:00)、
ランニングホイールにて自走運動を促した。
【結果】
非運動群は常に餌摂取量が多く、飼育期間を通じて体重が増加
し続けた。一方、運動実施期間中は餌摂取量が少なくなり、体
重の増加は緩やかになった。運動実施期間終了後、短期間運動
・⾧期間脱トレーニング群は餌摂取量が増加し、体重は急増し
て非運動群と同等の値になった。一方、⾧期間運動・短期間脱
トレーニング群は運動実施期間終了後も餌摂取量が少なく、脱
トレーニング期間における急激な体重増加は認めなかった。19
週齢の時点において、⾧期間運動・短期間脱トレーニング群の
体重は非運動群と比べて有意に低値であった。また、19週齢の
時点におけるブドウ糖負荷試験の曲線下面積に関して、短期間
運動・⾧期間脱トレーニング群と非運動群の間には有意差を認
めないものの、⾧期間運動・短期間脱トレーニング群は非運動
群と比べて有意に低値であった。
【考察】
若齢期における運動習慣が脱トレーニング期間の肥満や耐糖能
に及ぼす影響は、運動の継続期間に依存する可能性が示され、
今後、小児肥満の運動処方は開始および中断時期を含めた検討
が必要である。
【結語】
若齢期に一定期間以上の運動習慣を有していれば、脱トレーニ
ングによる過食が軽減され、肥満と食後高血糖が抑制された。
【倫理的配慮、説明と同意】
全ての実験は所属施設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受けた上で実施した (A19-163)。

【目的】肥満により、褐色脂肪組織における脂肪細胞の肥大が
進行すると、脂肪滴の形態が多房性から白色脂肪細胞に類似し
た単房性へと移行する。この褐色脂肪組織の白色化によって肥
満の褐色脂肪組織では熱産生機能が減弱し、肥満が助⾧される。
褐色脂肪組織の白色化は食餌制限によって抑制されることが報
告されている。本研究では、食餌制限が肥満に伴う褐色脂肪組
織の白色化の進行に及ぼす影響を、肥満の初期過程における組
織学的特徴に注目して検討した。
【方法】肥満モデル動物として4週齢の雄性Otsuka
Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF)ラット (n=15)、非肥満モ
デル動物として4週齢の雄性Long-Evans Tokushima Otsuka
(LETO)ラット (n=5)を使用した。OLETFラットはコレシストキ
ニンA受容体が遺伝子変異による欠損がみられ、過食により、
若齢期から顕著な体重増加を呈する肥満モデル動物である。
OLETFラットは餌を自由に摂取させる群、及び同一週齢の
LETOラットが消費する食餌量と同量を摂取させる食餌制限群
の2群に分け、4週齢から20週齢まで飼育した。20週齢で肩甲
骨間から褐色脂肪組織を摘出し、組織学的観察のためにヘマト
キシリンエオジン染色標本を作製した。
【結果】20週齢時点において、OLETFラット自由摂取群の体重
はLETOラットと比較して有意に高値を示した一方で、OLETF
ラット食餌制限群では体重増加が抑制され、LETOラットと同
程度の体重に維持された。OLETFラット自由摂取群の褐色脂肪
組織では、白色化を示唆する単房性脂肪細胞が脂肪小葉の中心
部と周辺部の両部位に局在し、周辺部には肥大した単房性脂肪
細胞も存在した。一方、OLETFラット食餌制限群では、OLETF
ラット自由摂取群と比較して、脂肪小葉中心部における単房性
脂肪細胞の数は有意に低値を示し、小葉周辺部に存在する肥大
した単房性脂肪細胞数はやや減少していた。
【考察】餌の自由摂取によって過食を呈した場合、褐色脂肪組
織の白色化は脂肪小葉の周辺部だけでなく、中心部でも確認さ
れた。一方、食餌制限によって過食を抑制した場合、小葉中心
部における白色化は軽減され、小葉周辺部における脂肪細胞の
肥大にとどまった。以上より、肥満の初期過程における褐色脂
肪組織の白色化では、毛細血管が多く分布する小葉の周辺部で
先行して脂肪が蓄積し、次いで中心に蓄積するようになると考
えられる。
【結語】OLETFラットの褐色脂肪組織において、食餌制限によ
り小葉中心部の白色化は予防できるが、周辺部に対する予防効
果は軽度であった。残存した周辺部の白色化は今後の白色化進
行の原因となる可能性もあるため、褐色脂肪組織周辺部の白色
化も併せて予防するためには、運動など、他の介入方法も検討
する必要がある。
【倫理的配慮、説明と同意】全ての実験は、発表者が所属する
組織の動物実験委員会の承認を受けた上で実施した (A19-163)。
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OLETFラットの各種臓器における脂肪蓄積の経
時的変化
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変形性関節症をドライブする「老化× メカニカル
ストレス」分子制御の探求 ―メタアナリシスと
システム生物学による統合的アプローチ―

○坂倉 貫太，西平 美鈴，岩本 汐未，山本 結生，
藤田 直人，浦川 将
広島大学大学院 医系科学研究科

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

【目的】過剰な脂肪蓄積は白色脂肪組織に慢性炎症を誘発し，
この進行に伴って高遊離脂肪酸 (FFA)血症となり，肥満関連健
康障害を引き起こす．また，高FFA血症は進行とともに慢性炎
症を全身の各種臓器へと波及させ，慢性疾患発症のリスクファ
クターとなる．本研究では，高FFA血症初期における責任病巣
を特定することを目的として，様々な臓器における脂肪蓄積の
経時的変化と炎症所見を組織学的に確認した．

【目的】
変形性膝関節症 (KOA)の病態理解に向けた老化やメカニカルス
トレスに係る研究が加速しているが、両因子の相互作用に着目
した研究はない。老化は軟骨細胞のメカニカルストレス応答を
変容させ、KOAを誘発するとの見方があり、「老化× メカニカ
ルストレス」相互作用の分子制御理解が、病態を踏まえた理学
療法の発展における布石となる。本研究では、先行文献や公開
データに対してメタアナリシスとシステム生物学の統合的手法
を適用し、変形性関節症をドライブする老化× メカニカルスト
レス相互作用における分子制御を探求する。

【方法】自然発症の肥満動物として，雄性のOtsuka
Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF)ラットを使用した． 4～
20週齢にかけて，2週間毎に，下大静脈血，精巣上体周囲脂肪
組織 (eWAT)，後腹膜脂肪組織 (rWAT)，腸間膜脂肪組織
(mWAT)，鼠径部皮下脂肪組織 (iWAT)，肩甲骨間褐色脂肪組織
(BAT)，肝臓を採取した．採取した血漿からトリグリセリド
(TG)及びFFA濃度を測定した．また，各組織の切片を作製し，
組織学的観察を行った．

【方法】
若年ならびに老齢のC57BL/6マウスの膝関節におけるメカニカ
ルストレス応答を組織学的や分子生物学的に、あるいはゲノム
ワイドに評価した先行研究6編を、PRISMAガイドラインに準じ
て同定した。メタアナリシスにはRevManを、バイオインフォ
マティクス解析には、RやHumanBase、GSEAを用いた。

【結果】OLETFラットの体重は4～20週齢にかけて増加した．
4～8週齢では肝臓のTG量が増加し，10週齢以降は肝小葉に中
性脂肪の局在を認め，血漿TG濃度が上昇した．その後，18週
齢以降，血漿FFA濃度が上昇した．10週齢以降，eWATの脂肪
細胞は肥大していき，BATの白色化が確認され，これらは体重
の増加と進行が類似していた．一方，iWATは体重増加の推移
と異なり，10週齢以降，脂肪細胞のサイズがほぼ一定であった．
また，体重増加に伴って脂肪細胞が肥大したeWATとrWATで
は炎症性変化を示す冠状構造 (CLS)を認めたが，iWATとmWAT
では脂肪細胞の肥大と体重増加の進行が一致せず，CLSを認め
なかった．

【結果】
膝関節組織所見のメタアナリシスの結果、老齢群は若年群より
も過度なメカニカルストレス (前十字靭帯断裂や半月板切除)に
起因するKOAが重度化した。遺伝子発現プロファイルを評価す
ると、前十字靭帯断裂後1、2週時に老齢群と若年群で顕著な違
いが見られた。そこで、断裂後1、2週時に老齢群において特異
的に発現が増大した遺伝子群を軟骨特異的遺伝子ネットワーク
にマッピングすると、細胞外器質 (ECM)のリモデリングや免疫
システムに関連した遺伝子モジュールが同定された。さらに、
老齢群で特異的に発現が増大した遺伝子群は、ノックアウトマ
ウス研究に基づき同定した関節軟骨ECM硬さ関連遺伝子群と関
連した (p=0.060; Fisher正確確率検定)。この傾向は、軟骨ECM
硬さ関連遺伝子群に対する遺伝子セットエンリッチメント解析
でも裏付けられた (p<0.001)。

【考察】本研究では，iWATとeWATの両者における脂肪細胞
の肥大のしやすさの差異が明らかとなり，皮下脂肪には脂肪組
織の拡大に対する抑制性環境が存在することから，iWATの脂
肪細胞は肥大の臨界点に達し，以降はサイズの変化が少なくな
ったと考えられる．また，脂肪細胞の過度な肥大はマクロファ
ージの誘導に関与しており，eWATとrWATでは体重の増加に
伴い脂肪細胞が肥大し，後にCLSが観察されたことから，肥満
の初期過程では易肥大性を持つ脂肪細胞に炎症所見が先行した
と考えられる．さらに，20週齢前後のOLETFラットではインス
リン抵抗性が報告されていることから，過度に肥大した脂肪細
胞では中性脂肪の分解抑制が妨げられ，高FFA血症さらには
CLSが誘導された可能性がある．

【考察】
遺伝子モジュールとして老齢群に特異的に同定されたECMの硬
さ増大は、エピジェネティクス変化を介して軟骨細胞の機能を
低下させることが知られている。このことから、老齢膝関節へ
の過剰なメカニカルストレスは、若年膝関節よりもECMの硬さ
を増大させ、下流の分子応答を介してKOAを進行させると推測
できる。興味深いことに、これらECMの変化において免疫シス
テム関連のモジュールも変化しており、KOAの病態を考える上
で、従来のようなWear and tear diseaseではなく免疫システム
の干渉をモデルに入れた分子制御を考えていく必要がある。

【結語】若齢OLETFラットでは高FFA血症に至る過程でeWAT
及びrWATへの脂肪蓄積が顕著であり，これらの組織ではCLS
のような慢性炎症所見を呈した．よって肥満の初期過程では，
これらを治療標的として優先する必要性が示唆された．

【結語】
膝関節のメカニカルストレスに対する分子応答は加齢とともに
変容する。老齢膝関節に対する過度なメカニカルストレスは、
ECMリモデリングや免疫システムによる干渉を介して、変形性
関節症を重症化させる可能性がある。

【倫理的配慮、説明と同意】すべての実験は発表者が所属する
組織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 (A19-163)を受けた上で実施した．

【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は公開データを使用しているため、該当しない。
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異なるモデルにおける部位ごとの脛骨軟骨下骨
の骨構造変化の違い

ポスター発表3

後十字靭帯損傷によるメカニカルストレスの変
化が膝蓋大腿関節の軟骨及び軟骨下骨に与える
影響の⾧期的観察

○荒川 航平 1)，高畠 啓 1,5)，榎本 沙彩 2)，
国分 貴徳 3,4)
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
4) 埼玉県立大学 保健医療福祉学部 理学療法学科
5) 日本学術振興会 特別研究員

○榎本 沙彩 1,2)，荒川 航平 1)，高畠 啓 1,3)，
宇佐美 優奈 1)，野木 康陽 1,2)，斉藤 陸 1)，
宮本 ひまり 4)，国分 貴徳 1,4)
1) 埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科
2) えのもと整形外科クリニック リハビリテーション部
3) 日本学術振興会特別研究員 DC
4) 埼玉県立大学 保健医療福祉学部理学療法学科

【目的】
変形性膝関節症(膝OA)の発症メカニズムは未解明である．軟骨
下骨は膝OA発症・進行に関与することが明らかになっている．
また，我々は複数の膝OA動物モデルを用いた検証において軟
骨下骨の変化が異なることを明らかにし，モデル間の軟骨下骨
の変化は部位ごとに特徴的な変化を示すのではないかと仮説を
立てた．本研究の目的は異なるモデル間の軟骨下骨の変化を脛
骨の部位ごとに比較し，その特徴を明らかにすることとした．
【方法】
対象をICR系雄性マウス12週齢とし，前十字靭帯切断(ACL-T)群，
内側半月板不安定性(DMM)群，ACL-T・DMM群で生じる関節
不安定性を抑制するACL-T制動群，DMM制動群とSham群の5
群に分類した(Sham群n=5，他群n=6)．介入後6週時点でマイク
ロCTでのスキャンを実施した．解析領域を脛骨の内側前方
(MA)領域，内側後方(MP)領域，外側前方(LA)領域，外側後方
(LP)領域の4領域とし，骨体積比，骨梁幅を解析した．そして，
同一モデル内での領域ごとの比較を実施した．
【結果】
Sham群は骨体積比，骨梁幅ともに領域ごとに差はなかった．
ACL-T群では，骨体積比においては差がみられなかったものの，
骨梁幅はMP領域がMA，LA領域と比較して有意に高値を示し
た(p<0.05)．ACL-T制動群では，骨体積比においてMP領域，LP
領域がLA領域と比較して有意に高値を示した(p<0.05)．一方，
骨梁幅はMP領域が他領域と比較して有意に高値を示した
(p<0.05)．DMM群では，骨体積比においてMA・MP領域が，
LA・LP領域と比較して有意に高値を示した(p<0.05)．一方，骨
梁幅はMA・MP領域がLA領域と比較して有意に高値を示し
(p<0.05)，MP領域はLP領域と比較して有意に高値を示した
(p<0.05)．DMM制動群では，骨体積比においてMP領域がMA，
LA領域と比較して有意に高値を示した(p<0.05)．一方，骨梁幅
はMP領域がLA領域と比較して有意に高値を示した(p<0.05)．
【考察】
脛骨軟骨下骨の領域ごとに各モデルに異なる特徴があることが
示唆された．特にACL-T群，ACL-T制動群ではMP領域の骨体積
比，骨量幅の増大が特徴としてみられた．ACL-T群，ACL-T制
動群ではSham群と比較して脛骨の前方移動が生じることが報
告されており，脛骨と大腿骨の接触領域が後方に変異すること
が考えられる．よって接触領域の変化に伴い後方領域に負荷が
集中したことが影響したと考えられる．一方，DMM群では内
側領域の骨体積比が外側領域と比較して増大し，骨量幅も同様
の特徴を示した．また，DMM制動群はDMM群と同様の傾向を
示した．DMM群，DMM制動群は内側半月板の側方逸脱による
半月板機能不全が生じる．よってそれに伴う内側領域へのメカ
ニカルストレスの増大により骨体積比，骨量幅の増大が生じた
ことが考えられる．
【結語】
モデル間で軟骨下骨の変化，生じる部位が異なる可能性が示唆
された．
【倫理的配慮、説明と同意】
所属する組織の動物実験倫理委員会 (承認番号:2020-1)の承
認を得て実施した．

【目的】
膝蓋大腿(PF)関節は膝関節構成帯の1つで，大腿四頭筋の作用
を効率化させる滑車の役割を持つ．膝蓋骨は動作時に体重の数
倍の接触圧がかかるため，変形性関節症 (OA)を生じやすいと
されている．膝OAは一次性が多いとされてきたが，近年では
その大部分が何らかの器質的変化が先行するという見方が強ま
っている．後十字靭帯 (PCL)損傷後の膝関節では、脛骨後方引
き出しが生じ，接触圧が高まることが推測され，これはPF関節
症の発症リスクの増大に関与すると仮説を立てた．本研究の目
的は、マウスのPCLを徒手的に破断させたモデルを用いて、
PCL損傷がPF関節の軟骨及び軟骨下骨に及ぼす影響を解明する
こととした．
【方法】
C57BL6雄性マウス8匹を対象とし，左後肢についてPCLを破断
させたPCL-T群，右後肢について無介入のINTACT群とした．解
析のタイムポイントは16週とし，各4サンプルずつを組織学的
解析と軟骨下骨構造解析に使用した．解析部位は大腿骨側にお
ける膝蓋骨との接触領域を，遠位及び近位を内外側に分割した
全4領域について対象とした．組織学的解析では軟骨変性につ
いて，Toluidine-Blue染色を行ったのち，OARSIスコアに基づ
いてスコアリングを行った．軟骨下骨解析は，マイクロCTを用
いて骨梁幅及び骨体積比を算出した． 統計学的解析は，
shapiro-wilk testを実施し，正規性なしのためMann-Whitney
U testを実施した．
【結果】
マイクロCT及び組織学的解析の結果，全領域において軟骨変性
スコアや骨梁幅及び骨体積比に有意差は認められなかった．し
かしながら，軟骨表層の変性については，OARSIスコアで
INTACT群が全て0であったのに対し，PCL-T群では各領域3/4
サンプルで0.5以上の軽度の変性が観察された．
【考察】
本研究の結果は，軟骨表層及び軟骨下骨変性共に2群間で有意
な差は認められなかった．一方で，軟骨下骨については傾向と
しても両群に差は見られなかったが，軟骨表層については，全
サンプルにおいて変性所見が認められなかったINTACTに対し
てPCL-T群では各領域3/4のサンプルで軽度変性が見られたこ
とから，PCL損傷では16週時点では軟骨の方がより強く変性所
見を生じる可能性が考えられる．軟骨下骨は圧縮応力，軟骨表
層は剪断力の関与が大きいことが報告されている．このことを
踏まえると，本研究結果は，PCL破断によるPF関節症は，膝蓋
骨を大腿骨に押しつけることによる圧縮応力よりも，正常な副
運動の破綻による剪断力増大の影響が大きい可能性が考えられ
る．今後は，サンプル数及び，より⾧期のタイムポイントを追
加することで，PCL損傷がPF関節に与えるメカニカルストレス
についての示唆を与える基礎的データとなると考える．
【結語】
PCL損傷後の膝蓋大腿関節では，剪断力増大による軟骨変性が
生じることが示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は，所属する組織の動物実験倫理委員会(承認番号
:2020-11)の承認を得て実施した.
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膝関節不安定性が脊髄神経機構に与える影響

ポスター発表3

立ち上がり動作の殿部離床相における体幹と骨
盤に関与する運動の検討

○金村 尚彦 1)，峯岸 雄基 2.3)，小曽根 海知 4)，
加納 拓馬 2)，黒尾 彩 2)，岡 優一郎 3)，村田 健児 1)，
森下 佑里 5)，国分 貴徳 1)，今北 英高 1)
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
3) 日本学術振興会 特別研究員
4) 埼玉県立大学大学院 研究員
5) 東京家政大学健康科学部 リハビリテーション学科

○井上 直人 1,2)，井尻 朋人 1)，鈴木 俊明 2)
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

【目的】
立ち上がり動作では屈曲相に着目されることが多いが、殿部離
床相が円滑でない症例を経験することがある。そこで、殿部離
床相における体幹と骨盤に関与する運動について検討した。こ
の分析により、動作分析による評価の幅が広がることで理学療
法に役立つのではないかと考える。
【方法】
対象は、健常成人男性15名 (25.6± 3.4歳)とした。座位からの
立ち上がりを2秒間で実施し、体表面上にマーカーを貼付して
ビデオカメラで動作を撮影した。また、座面に離殿スイッチを
貼付し、坐骨結節下端の位置に合わせた。撮影した動画から、
画像解析フリーソフトImageJ (アメリカ国立衛生研究所製)を
用いて、体幹、頸椎、胸椎、胸腰椎移行部、腰椎、骨盤、股関
節、膝関節、下腿傾斜の合計9つの角度を算出した。なお、体
幹と骨盤の2つは空間的な角度を算出した。算出した各角度を、
殿部離床相の位相ごとに分析し、離殿スイッチが離れた時点か
ら体幹前傾最大時点までを殿部離床相初期、体幹前傾最大時点
から体幹後傾開始時点までを殿部離床相後期とした。なお、体
幹後傾開始時点は、体幹前傾最大時点から体幹が1° 後傾した
時点とした。
【結果】
殿部離床相初期では、全例で体幹前傾、骨盤前傾、膝関節伸展、
下腿前傾の運動が生じていた。体幹前傾するときに胸腰椎移行
部屈曲は12例、股関節屈曲は10例で生じており、両方の運動
が生じる例も存在していた。また、骨盤前傾するときに股関節
屈曲は10例、腰椎伸展は6例で生じていた。殿部離床相後期で
は、全例で体幹後傾が生じていたが、多くで骨盤前傾 (14例)が
生じていた。体幹後傾するときに股関節伸展は全例で生じてお
り、胸腰椎移行部伸展は11例で生じていた。また、骨盤前傾す
るときに8例は腰椎伸展も股関節屈曲も生じていなかった。空
間的な骨盤前傾に関与する膝関節伸展は全例で生じており、多
くで下腿前傾 (12例)が生じていた。
【考察】
殿部離床相初期に胸腰椎移行部屈曲する例が股関節屈曲する例
よりも多かったことから、体幹前傾には股関節屈曲よりも胸腰
椎移行部屈曲の関与が大きいことが考えられる。また、骨盤前
傾には腰椎伸展よりも股関節屈曲の関与が大きいことが考えら
れる。さらに、殿部離床相後期における体幹後傾には胸腰椎移
行部伸展よりも股関節伸展の関与が大きいことが考えられる。
そして、殿部離床相を通して骨盤前傾するときに股関節屈曲も
腰椎伸展も生じていない例が存在していたことから、膝関節伸
展、下腿前傾により空間的な骨盤前傾が生じていることが考え
られる。
【結語】
殿部離床相における体幹と骨盤に関与する運動について検討し
た。胸腰椎移行部や股関節の運動のみでなく、他関節にも着目
する必要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、対象者に説明と同意を得て実施した。また、発表者
が所属する施設の研究倫理審査委員会 (承認番号:21-21)の承
認を得て実施した。

【目的】
膝前十字靭帯 (ACL)損傷は，再建術を行うことが，ゴールドス
タンダードである．これは靭帯の治癒能力が低い事が原因とさ
れるが，当研究室では，保存療法モデルを作成し，靭帯が治癒
することを報告してきた．膝関節感覚機能の改善には、損傷靱
帯が治癒する過程において組織修復がなされ、靱帯に存在する
神経機能の回復や中枢神経ネットワークの再構築が重要な鍵を
握っている。関節不安定性を制動すると、神経再生因子にどの
ような影響を及ぼすのか検討した。
【方法】
10週齢のWistar系雄性ラットに対し、前十字靭帯切断群 (ACLT
群)3匹、ACL切断後に関節制動を行った(CAM群)群3匹を対象と
した。実験介入後8週間経過後、L4-5レベルの脊髄を摘出し、
全タンパク質を抽出した。タンパク質をプロテアーゼ消化した
後、液体クロマトグラフ質量分析計 (LC-MS/MS)により、質量
分析を行った。得られたデータからR (ver3.6.1)を用いてVenn
diagramを作成した。その後出力された分子データをもとに、
ウェッブツールDAVID6.8 (https://david.ncifcrf.gov/home.jsp)
を用い、パスウェイ解析を行った。
【結果】
ACLT群では、Interleukin-12 signaling、Apoptotic phaseで特
にcaspase mediated cleavag、PAK-2ｐ34の経路、Axonal
growth inhibitionのパスウェイが活性化していた。一方CAM群
では、Retrograde neurotrophin signalling、Axonal growthま
たsignal Transductionでは特にERK/MAPKのシグナル伝達カス
ケードの活性化を認めた。
【考察】
ACLT群の脊髄神経ではアポトーシスを惹起するパスウェイが
活性するが、CAM群では、神経可塑性にかかわる因子が活性化
した。特にCAM群では、ERK/MAPK の活性化されたが、この
シグナル伝達カスケードは、神経細胞においては、分化や生存、
シナプス可塑性、脳では記憶学習に関与している。膝関節損傷
後の不安定が損傷後の炎症や関節不安定性後の炎症が慢性化し、
脊髄神経へ影響を与えている可能性がある。膝関節不安定性に
より、脊髄神経におけるアポトーシスを誘導する経路が活性化
することから、膝関節機能の回復に影響を与えていることも示
唆された。
【結語】
靭帯損傷による膝関節が不安定化すると、正常な関節運動から
逸脱し、関節組織に対するメカニカルストレスの変化から、脊
髄神経に影響を与える事が示唆された。関節運動と中枢神経の
連関を考慮した理学療法の視点が必要である。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は所属大学動物実験倫理委員会(承認番号:30-4号)の承
認を得て実施した。
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過度な体幹前傾を伴う起立動作の伸展型腰痛症
における特徴

ポスター発表3

着座動作における体幹、骨盤、股関節のアライ
メント変化について

○岩垣 理紗子 １)，宮本 波瑠 ２)，村井 琢磨 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

○香味 大樹 1)，池田 匠 1)，石濱 崇史 2)，
末廣 健児 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) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】
原因が明確でない，かつ発症から3ヶ月以上持続する非特異的
慢性腰痛 (以下, NSCLBP)は，あらゆる要因が複合的に関連して
発症する．O Sullivan (2005)は腰痛者を症状，身体構造によ
って屈曲型 (以下, FP)と伸展型 (以下, AEP)に分類した．この分
類に基づいて，座位姿勢や基本的動作を比較した研究では，腰
椎はFPで屈曲傾向，AEPで伸展傾向にあったと報告しており，
静的姿勢だけでなく，動的姿勢においても腰痛者を分類した上
で検討する必要がある．腰痛者は起立動作が困難になることが
多いという報告もあり，腰痛者の起立動作について調べること
は重要である．起立動作は動作開始時に体幹前傾運動を生じる
が，高齢者では若年者と比較して体幹を過前傾させて起立する
動作戦略を用いるとされている．これらより，AEPに着目し，
体幹の過前傾を促した起立動作での腰部への影響について検討
した研究はほとんどない．そこで本研究は，AEPにおける体幹
の過前傾を促した起立動作の腰部への影響との関連性を明らか
にすることを目的とした．
【方法】
対象は、腰椎が過伸展位，疼痛が腰椎伸展位で誘発，屈曲位で
減少する者 (AEP群)3人と健常成人 (健常群)4人とし，赤外線カ
メラ (Vicon社)および床反力計 (AMTI社)を含む三次元動作解析
システムを用いて，通常の起立動作 (条件N)，体幹過前傾を促
す起立動作 (条件E)をランダムに3回ずつ実施した．本研究で用
いたマーカーセットは，脊柱を詳細に計測するため，先行研究
を参考にして，T1，T6，L1，L3，L5にマーカーを貼付し，上
位胸椎 (T1～T6)，下位胸椎 (T6～T12)，上位腰椎 (L1～L3)，
下位腰椎 (L3～L5)のそれぞれのセグメント角度を算出した．
体幹前傾の指標として，胸郭前後傾角度を算出した．
【結果】
胸郭前後傾角度は，各群で条件間では有意差が認められた (p＜
0.05)．一方，両条件とも群間の有意差が認められなかった．
一連の起立動作中の平均角度では，条件Nで上位下位腰椎角度
のみ有意差がみられた (p＜0.05)．また，体幹最大前傾時にお
いては，条件Nでは上位下位腰椎角度，条件Eでは下位胸椎上
位腰椎角度で有意差が認められ，どちらもAEP群の方が伸展位
であった (p＜0.05)．
【考察】
AEP群では起立動作中の体幹前傾においても脊柱伸展位が持続
された．しかし，通常の起立動作と体幹過前傾を促した起立動
作では，その影響が反映される部位が異なると考えられる．過
前傾では腰椎だけでなく，胸椎までより屈曲させる必要がある．
しかし，AEP群では過前傾を促すことで腰椎屈曲が少ない起立
動作となっていた．このことは，腰痛者の特徴である脊柱の柔
軟性が低下していることにより，健常群に比べて腰椎が屈曲し
なかったと示唆される．
【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
倫理委員会 (承認番号:F200027)において承認を得て，対象者
の同意を得た上で実施した。

【目的】
着座とは、立位から後方にある座面へ向かって殿部を下降させ、
着床に至るまでの動作である。動作中、後方への安定性を確保
するために、足関節背屈や体幹前傾といった姿勢変化が生じる
とした先行研究は多数見受けられる。これらの報告では、体幹
前傾の解釈に肩峰と股関節を結ぶ線の傾きを体幹前傾角度変化
として検討したものが多い。一方で体幹前傾を構成する胸椎、
腰椎、骨盤、股関節のアライメント変化について個別に分析し
た報告は散見される程度である。本研究では着座動作における
体幹前傾と、胸椎、腰椎、骨盤、股関節のアライメント変化が
どのように関係して生じているかについて検討することとした。
【方法】
対象は、健常成人男性10名 (年齢25.8± 2.3歳)とした。被検者
には終了肢位が股関節屈曲90度、足関節背屈10度の座位姿勢
となるよう座面の高さを設定し、静止立位姿勢から2秒間で着
座動作をおこなわせた。課題試行中、肩峰、第1・6・12胸椎
棘突起、第1・3・5腰椎棘突起、上前腸骨棘、上後腸骨棘、大
腿骨大転子、大腿骨外側上顆にマーカーを貼付して、課題試行
中における矢状面上の姿勢変化をビデオカメラにて記録した。
ビデオ映像より、動作開始時を0%時点、座面に殿部が着床し
た時点を100%時点と設定し、その間を20%ごとに分割した。
各時点でのマーカー位置を確認し、フリーソフトimageJを用い
て体幹前傾角度、胸椎屈曲角度、腰椎屈曲角度、骨盤前傾角度、
股関節屈曲角度を分析した。統計学的処理として、Tukey test
を用い多重比較検定を実施し、開始肢位を含む各時点間の角度
変化を比較した。有意水準は5%とした。
【結果】
体幹前傾角度は、開始肢位から漸増し40％時点以降で増大を認
めた。胸椎屈曲角度は、開始肢位から漸減し60%時点以降で減
少を認めた。腰椎屈曲角度は、開始肢位から漸増し60%時点以
降で増大を認めた。骨盤前傾角度と股関節屈曲角度は、開始肢
位から20％時点までは角度変化を認めず40%時点以降で増大を
認めた。
【考察】
本課題の40％時点以降で体幹前傾角度は増大するが、胸椎屈曲
角度は減少を認めたことから、着座動作における体幹前傾に胸
椎は積極的には関与しない可能性を考えた。また、腰椎屈曲角
度および骨盤前傾角度の増大傾向の違いから、体幹前傾には20
％時点までは腰椎屈曲角度の増大が、40%時点以降では腰椎屈
曲角度と骨盤前傾角度の増大が関与したと考えた。
【結語】
着座動作における体幹前傾は、腰椎屈曲運動より開始され、そ
の後は腰椎屈曲運動と骨盤前傾によって構成されると考えられ
た。本結果より、臨床場面において着座動作をおこなう場合、
特に動作開始時の腰椎屈曲運動に着目して誘導することが有用
であると示唆される。
【論理的配慮、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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着座動作における動作開始時の肢位変化につい
て

ポスター発表3

咬合強度・左右の咬合圧バランスが着地動作に
及ぼす影響

山本 悠介 1,2)，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) 六地蔵総合病院 リハビリテーション科

○阿部 明日香 1)，平林 怜 1,2)，岡田 芳幸 3)，
山田 勇輝 2)，中島 早紀 1)，大河内 偉琉 1)，
横田 裕丈 1,2)，関根 千恵 1,2)，江玉 睦明 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】
臨床場面において開始立位や着座動作開始直後の肢位変化によ
って、着座動作における関節運動のパターンが異なることを多
く経験する。本研究では健常者の着座動作の動作開始前や直後
の体幹、下肢の肢位変化に着目し、運動学的検討をおこなった。
【方法】
対象は健常成人男性10名(平均173.7cm± 6.5)とした。測定課
題は10秒間立位を保持した後に任意の速度でおこなう着座動作
とした。着座動作における肢位変化を確認するために、対象者
の側方から一眼レフカメラで動画を撮影した。着座動作の動作
開始時点はいずれかの関節運動が1° 以上生じた時点とした。
着座動作における開始立位からの肢位変化を確認するために、
撮影した動画を開始立位から体幹最大前傾時点 (以下、100％)
までの20％毎に分割した。対象者の体幹、下肢のマーカーに対
して動作分析ソフトKinoveaを使用して、開始立位から100％
までの20％毎の各部位の角度変化を分析した。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
法を用いて各時間での多重比較検定を実施した。なお有意水準
は5％未満とした。
【結果】
開始立位と比較して20％・40％・60％・80％・100％では体
幹前傾角度が有意に増大、開始立位と比較して40％・60％・
80％・100％では頭蓋脊椎角度、腰椎屈曲角度、股関節屈曲角
度、膝関節屈曲角度が有意に増大、開始立位と比較して60％・
80％・100％で骨盤前傾角度が有意に増大、開始立位と比較し
て80％・100％で下腿前傾角度が有意に増大を認めた。
【考察】
本研究における着座動作では、着座動作の20％時点で体幹前傾
角度の増大を認め、腰椎部や股関節の屈曲に伴い体幹前傾が生
じていた。40％以降では体幹前傾角度の増大に加えて、腰椎部、
股関節の屈曲に伴う骨盤前傾角度の増大を認め、頭部と体幹の
前方への移動が生じたと考える。同時に40％で膝関節屈曲に伴
う大腿後傾に対して股関節屈曲を認めた。さらに80％以降では
下腿前傾を認めた。
【結語】
着座動作の開始時には体幹前傾が生じたのちに膝関節屈曲が生
じる傾向を認めた。その際の体幹前傾の要素としては腰椎もし
くは股関節の屈曲が考えられる。
【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】
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が，青斑核や
脊髄前角細胞を活性させ，遠隔促通効果が認められている．ま
た，遠隔促通効果は，咬合強度や左右咬合圧バランスによって
求心性入力の変調が報告されている．そこで，我々は左右の咬
合圧バランスと着地時の左右の下肢の筋活動に着目して，本研
究の目的は，咬合圧バランスの影響が着地動作のパフォーマン
スに及ぼす影響を明らかにすることとした．
【方法】
対象は健常成人で正常咬合者20名とした．実験デザインは，３
つの咬合条件で30cm台からの両脚着地を実施した．筋電図電
極は，両側の咬筋 (ＭＭ)，外側広筋 (VL)，大腿二頭筋 (BF)，前
脛骨筋 (TA)，内側腓腹筋 (MG)に貼付した．咬合圧の評価はデ
ンタルプレスケールⅡを用いて，左右の咬合圧を算出し，咬合
圧の高い側をHyper側，低い側をHypo側とした．咬合条件は，
歯列の接触がない条件 (no-bite条件)，対象者が適度な強度で咬
合してもらう条件 (moderate条件)，最大努力での咬合条件
(max条件)の3条件とした．30cm台からの両脚着地は，各条件
を３回ずつ実施した．解析は，着地から100ms前の区間 (pre)，
着地後20msから100ms後の区間 (post)の各筋の筋活動を解析
した．
【結果】
moderate条件は，preのMMとVLとBF，postのVLとBFにおいて，
Hyper側がHypo側と比較して筋活動が有意に高値を示した (p
<0.05)．Max条件は，preのTAとVLとBF，postのMGとVLにお
いて，Hyper側がHypo側と比較して筋活動が有意に高値を示し
た (p <0.05)．no-bite条件は有意差を認めなかった．
【考察】
本研究の結果より，preはMMがHyper側で筋活動が高く，左右
の咬合圧バランスと同様にMMの筋活動でも不均衡が認められ
た．また，pre，postの下肢筋の筋活動にも不均衡が認められ，
左右の咬合圧バランスによる遠隔効果の不均衡が影響している
可能性が示唆された．今後，左右の咬合圧バランスの補正が運
動機能の向上，傷害予防の一助となると考える．
【結語】
本研究は，左右の咬合圧バランスによって，着地時の左右の下
肢筋の活動に不均衡が生じることを認めた．
【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
員会の承認 (承認番号:18618-210528)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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食品の摂取頻度と咀嚼筋の構造の関係について

ポスター発表3

正常足者と扁平足者におけるランニング時の足
関節内がえし/外がえしと膝関節内反/外反の運
動連鎖

○石倉 英樹，大塚 彰
広島都市学園大学 健康科学部リハビリテーション学科理学
療法学専攻

○平塚 栞 1,2)，高林 知也 2)，菊元 孝則 2)，
久保 雅義 2)
1) 新潟医療福祉大学大学院 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

【目的】
我が国において、現代の若年層における食習慣は、栄養バラン
スの偏り、偏食、欠食などの問題が挙げられており、食習慣の
不良と健康問題の関係が指摘されている。食習慣において、食
物から必要な栄養素を適切に摂取するためには、咀嚼機能が必
要である。特に咬筋は、咀嚼筋の中でもっとも強力な筋であり、
様々な形態の食物を噛み砕くのに必要である。そこで本研究の
目的は、若年成人における咀嚼筋の構造の基礎的な知見と食習
慣の関係性を調査し、健康増進に必要な知見を得ることとした。
【方法】
対象は、健常な成人20名とした。対象者は、年齢23.7± 4.8歳、
身⾧171.2± 8.3cm、体重62.9± 9.5kgであった。食習慣の調査
は、食品群別食物摂取頻度と食習慣に関する項目をアンケート
にて調査した。咀嚼筋の構造は、超音波画像診断装置を用い、
咬合時の咬筋の筋活動や構造変化について調査を行った。
【結果】
食習慣と咬筋の構造の関係では、食品群別食物摂取頻度と食習
慣についての調査において「野菜類」「豆類」を食べる頻度が
多い被験者で、咬筋の筋厚に左右差が小さくなる傾向があった。
一方で、「イモ類」を食べる頻度が多い被験者で、咬筋の筋厚
の左右差が大きくなる傾向があった。また、咬合力や咬筋厚は
利き手側の方が有意に大きかった。
【考察】
厚生労働省の国民健康栄養調査では、若年層で野菜の摂取量が
少ないことが指摘されている。また、大学生を対象に行われた
食習慣の調査では、朝食の欠食や食事時間の不規則などが報告
されている。本研究の結果では、若年者を対象に食品群別食物
摂取頻度と食習慣を調査したところ、先行研究などで報告され
ているのと同様に、若年の対象者で野菜の摂取量不足などが起
こっていた。また、咀嚼機能についての先行研究では、咀嚼動
作には習慣性咀嚼側の存在が報告されている。習慣性咀嚼側で
は、咀嚼頻度の増加や、口腔内のグルコース溶出量が多くなる
ことなどが報告されている。本研究において、咬合力や咬筋厚
は、利き手側の方が大きくなっていた。また、筋厚の左右差は、
「野菜類」「豆類」といった比較的硬度が高い食品を摂取する
頻度が多い被験者で小さくなり、「イモ類」といった比較的硬
度が低い食品を摂取する頻度が高い被験者で大きくなっていた。
このことから、日々の食習慣によって咀嚼筋の機能に左右差が
生じていくことが示唆された。
【結語】
本研究は、健常な若年成人を対象に、食習慣と咀嚼筋の構造の
関係性について検討を行った。その結果、摂取する食品の中で
も、「野菜類」「豆類」などが咀嚼筋の構造に影響を与えるこ
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
:2019007)の承認を得て実施した。

【目的】
扁平足は代表的な足部異常アライメントであり，ランニングに
よる膝関節障害を好発する．その発生機序を解明するため，我
々は下肢関節間の運動連鎖に着目し，扁平足者でランニング時
の足関節内外がえしと膝関節内外旋の運動連鎖を検証したが，
正常足者との違いは認められなかった (第26回日本基礎理学療
法学会)．しかし，障害発生には膝関節回旋の動きだけでなく
過剰な膝関節外反も関与している．加えて，足関節外がえしの
運動は膝関節内旋だけでなく，膝関節外反も運動連鎖として生
じるが，扁平足者では明らかになっていない．本研究は，正常
足者と扁平足者でのランニング時における前額面上の足・膝関
節の運動連鎖の違いを検証した．
【方法】
対象は正常足群12名と扁平足群12名とした．Foot Posture
Indexを用いて，点数が0～5を正常足，6以上を扁平足とした．
Plug-in gait modelに準じ，対象者の骨盤・両下肢に16個の反
射マーカーを貼付し，トレッドミル上で12.9km/hでのランニ
ングを行った．Foot Strike Angle (FSA)で足部接地パターンも
確認し，立脚期の足関節内外がえし，膝関節内外反角度を計算
した．先行研究に準じて相互相関係数が± 1.0～0.7を強い，±
0.69～0.3を中等度，± 0.29～0を弱い運動連鎖とした．相互相
関係数，各運動のピーク値・ピークタイミングに対して，2群
間の違いを2標本t検定あるいはマンホイットニー検定で統計解
析した．
【結果】
FSAの結果より，全被験者は後足部接地パターンであった．足
関節内外がえしと膝関節内外反の相互相関係数 (平均± 標準偏
差[範囲])は正常足群 (-0.09± 0.66[-0.89～0.97])で弱い，扁平
足群 (0.34± 0.64[-0.76～0.98])で中等度の運動連鎖を示した．
相互相関係数は群間で有意差は認めず (p>0.05)，運動連鎖の強
さは各群内でばらつきが大きかった．足・膝関節の関節運動の
他の変数は，群間で有意差は認めなかった (p>0.05)．
【考察】
正常足群と扁平足群でランニング時の足関節内外がえしと膝関
節内外旋の運動連鎖の強さに違いはなく，各群内で相互相関係
数にばらつきは小さかったが (第26回日本基礎理学療法学会)，
本研究では足関節内外がえしと膝関節内外反は群内でばらつき
が大きかった．先行研究において，足関節内外がえしと膝関節
内外反の運動連鎖の違いは下肢関節モーメントの大きさが影響
していると考察されている．本研究では足部形態を分類した上
で連鎖がばらついたため，本研究でも関節モーメントのような
他の要因が関与したと考えられる．
【結語】
前額面上の足・膝関節の運動連鎖は群内でばらつきが大きかっ
たため，その要因を解明するために今後は足部形態以外の要因
を検証する必要がある．
【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受けており
(No.17984-180516)，実験開始前に対象者に本研究内容を十分
に説明し，書面で同意を得た上で行われた．
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硬素材インソールが走動作に及ぼす影響の探索

ポスター発表3

慢性足関節不安定症を有する者とcoperにおける
ランニング立脚期の後足部と中足部間，中足部
と前足部間の協調性の違い

○野木 康陽，舩越 逸生，伊藤 貴紀，平川 颯，
国分 貴徳
埼玉県立大学大学院 保健医療福祉学研究科

○渡邊 貴博 1,2)，高林 知也 2)，渡部 貴也 3)，
菊元 孝則 2)，菊地 雄大 1,2)，久保 雅義 2)
1) 新潟医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
3) 金沢大学附属病院 リハビリテーション科

【目的】
近年、健康維持・増進を目的としたランナー向けのスポーツ用
品開発が行われており、インソールなども様々な素材が用いら
れている。中でも硬素材などの剛性の高い素材を使用したイン
ソールは走動作時において足関節や中手指節関節(MP関節)へ運
動学・運動力学的影響を与えるとされている。しかし、インソ
ールに関する研究において運動学、筋電図学的解析やインソー
ル自体の曲がり変化を総合的に捉えているものは少ない。そこ
で本研究では、硬素材インソールが走動作時における身体運動、
筋活動に与える影響について実験的に検証した。
【方法】
対象は健常若年成人2名 (被験者A、被験者B)とした。測定には
2種のインソール(通常素材(以下SIN)・硬素材(以下HIS))、三次
元動作解析装置、表面筋電図計、床反力計付トレッドミル、フ
レックスセンサ(以下FS)を使用した。トレッドミル上を走行し，
右大腿と下腿の計7ヶ所の筋活動を計測した。インソールの曲
がり変化は、MP関節あたりの前足部と足底腱膜あたりの中足
部に斜め方向に2本設置し、NI DAQを用いてFSデータを取得し
た。計測はプログラミングを用いて制御した。2種類のインソ
ールを着用した状態でトレッドミル上を速度3m/sで走行し、
20歩行周期分の走動作を計測した。解析には各歩行周期の平均
歩幅、下肢関節運動、床反力、筋活動、FSデータを用いた。
【結果】
被験者A ,Bは両者とも、SINと比較して HIN着用時の方が、離
床時において股・膝関節伸展角度、足関節底屈角度、床反力鉛
直・推進成分がわずかに減少した。また歩幅は両者とも HIN着
用時に拡大した。加えて、前足部FSは立脚期においてSINより
形状が変化していたが、中足部FSは歩行周期全体でSINと比較
して明らかに曲がり変化が減少した。筋活動はインソールによ
る特徴的変化はなかった。
【考察】
HIN着用時の走行において床反力鉛直・推進成分が減少した。
これはソールの曲げ剛性と推進力の力積には負の相関があると
いう報告と類似する結果であった。しかし、HIN着用時の歩幅
はSINと比較して両被験者において拡大しており、離床時にお
ける下肢の各関節角度の減少が見られた。また、筋活動に大き
な変化がないことから、 HINはSIH着用時と同じエネルギーコ
ストで運動効率の良い走動作を実行していたことが考えられる。
これはFSデータより、HINは走行中の足部構造をサポートする
と伴にMP関節運動を補助することによって、立脚後期におけ
る足部の剛性を高め、安定性を向上させることにより、中枢か
ら末梢にかけての力の伝達を行いやすくする可能性が示唆され
た。
【結語】
本研究結果から走行時における HINの着用は、足部の構造的安
定性を確保し、前足部における関節運動を補助することにより、
走行の運動効率を向上させることが考えられた。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は埼玉県立大学倫理委員会 (承認番号:21060)の承認を
得て実施した。

【目的】
初回の足関節内反捻挫後は，再発する慢性足関節不安定症
(CAI)か，再発しないcoperに移行する．なぜcoperが再捻挫し
ないかを解明するために，先行研究では，CAI群とcoper群の後
足部の動きに着目し，後足部内がえし増加が再捻挫しない要因
の1つであると報告している．後足部は中足部と前足部と連結
しているため，後足部の異常運動は運動連鎖により，遠位関節
に影響を与える．また，各関節周囲の軟部組織の負荷を検討す
るためには，関節運動の振幅を評価する必要がある．Coper群
は，再捻挫のリスクを上げない運動戦略を採用している可能性
がある．本研究では，初回捻挫者の予後の決定要因を明らかに
する目的で，ランニング時のcoper群とCAI群における後・中・
前足部間の運動連鎖と振幅を同時に分析する協調性を評価した．
【方法】
対象は先行研究に基づき，健常群9名，coper群12名，CAI群12
名を選出した．Rizzoli Foot Modelに準じ，対象者に反射マー
カーを貼付した．課題は後足部接地ランニングとし，接地パタ
ーンはFoot Strike Angle (FSA)にて確認した．反射マーカー位
置から後・中・前足部の角度を算出した．協調性の指標である
coupling angleを，後・中足部間，中・前足部間で算出し，4つ
の協調性に分類した．この分類では，2つの関節運動のうち，
振幅がより大きい方を「優位」としている．立脚期を初期，中
期，後期に分け，3群間の協調性の割合を各期でOne-way
ANOVAにて比較し，多重比較法でTukey法を用いた．有意水準
は5%とし，R studioにて統計解析を実施した．
【結果】
FSAの結果，全対象者は後足部接地であった．後・中足部間の
前額面ペアでは，coper群はCAI群と比較して，立脚後期に同位
相 (後足部内がえしと中足部内がえし)で後足部優位の割合が有
意に減少し (p<0.05)，同位相 (後足部内がえしと中足部内がえ
し)で中足部優位の割合が有意に増加した (p<0.05)．中・前足
部間の前額面ペアでは，coper群はCAI群と比較して，立脚初期
に逆位相 (中足部外がえしと前足部内がえし)で前足部優位の割
合が有意に減少した (p<0.05)．
【考察】
本研究結果から，協調性はcoper群の運動戦略を評価できる可
能性がある．Coper群は，後足部内がえしの振幅を減少，中足
部内がえしの振幅を増加させることで，後足部外側の軟部組織
に負荷をかけない協調性を呈していた可能性がある．さらに立
脚初期では，前足部内がえしの振幅を減少させることで，足圧
中心を内側に維持できる可能性がある．したがって，coper群
はランニング時の足部内協調性を変化させることで，再捻挫を
予防している可能性がある．
【結論】
本研究は，初回捻挫者がcoperに移行する機序を理解するため
の基礎的知見になり得る．
【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受けて実施された．
また，実験開始前に対象者に本研究内容を書面にて説明し，同
意を得た上で行われた．
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足関節不安定性の測定の定量化と再現性に関す
る運動学的解析
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足角の変更は片脚立位における足底面内の足圧
中心位置に影響を与えません

○宮澤 幸児 1，2)，畠中 泰彦 2)
1) 理学・作業名古屋専門学校 理学療法学科
2) 鈴鹿医療科学大学大学院 医療科学研究科医療科学専攻

○羽場 俊広，岩月 宏泰
青森県立保健大学 理学療法学科

【目的】
変形性膝関節症患者は歩行時に膝関節の負荷を減少させるべく
様々な歩容修正戦略 (gait modification strategy)を用いている．
特に，足角 (足の⾧軸と歩行時の進行方向のなす角度)の増加に
よるToe-out歩行は足圧中心 (COP)を外側に移動することで膝
関節の負荷を減少する方法として理解されている．しかし，膝
関節の負荷を減少させる効果は研究により異なり一致した見解
が得られていない．また，COPに関する多くの研究では動揺性
や位置の偏りを評価項目としており，COPの変位に着目した研
究は少ない．本研究の目的は，足角とCOP位置の関連性を明ら
かにすることであり，異なる足角が片脚立位時のCOP位置に及
ぼす影響を調査した．
【方法】
対象は健常成人男性9名 (年齢20.1± 0.3歳)とした．足角0° を
Toe-in (I条件)，10° をNeutral (N条件)，20° をToe-out (O条件)
とし，各条件で骨盤を水平に保持した片脚立位を2回ずつ行っ
た．3次元動作解析装置を用いて身体の20ヵ所に貼付したマー
カーから運動学データを取得し，踵骨隆起と第2中足骨を結ぶ
線を足の⾧軸として規定した．片脚立位への移行期を除く安定
した3秒間を解析対象とし，COPの位置座標 (足関節中心を原点
とした内外側方向の座標，内側を－，外側を＋と規定)，アー
チ高 (足⾧を用いて正規化した値)および内部足関節外反モーメ
ントを計測した．COPは床反力計を用いて計測し，位置座標と
してグローバル座標系に対するCOPの位置 (G-COP)と足の⾧軸
方向に対するCOPの位置 (F-COP)をそれぞれ算出した．統計解
析では足角を要因とした3条件の比較について反復測定の一元
配置分散分析と多重比較を行い，有意水準は5%とした．
【結果】
I条件，N条件，O条件の順で結果を記載する．G-COP (mm)は
－7.5± 1.6，3.8± 1.2，11.4± 2.0でありすべての条件で差を
認めたが，F-COP (mm)は－4.9± 1.4，－3.2± 1.2，－3.6± 1.6
であり条件間の差を認めなかった．また，アーチ高 (%)は29.1
± 0.5，29.2± 0.5，29.1± 0.6，足関節外反モーメント (N・
m/kg)は65.8± 19.0，50.0± 14.0，63.0± 14.0であり，両項目
で条件間の差を認めなかった．
【考察】
グローバル座標系においてCOP位置が変化したにも関わらず，
足角の変化は足底面内のCOPの位置に影響を及ぼさなかった．
COPの変位には足関節周囲筋の筋活動による足関節の内反や外
反の運動が必要と報告されている．本研究ではアーチ高および
足関節外反モーメントに条件間の差を認めず，足底面内での
COPの位置に影響を及ぼさなかったと考えられる．
【結語】
足角の変化は片脚立位時のCOP位置に影響を及ぼすが，その変
化はグローバル座標系における前額面上での変化に限定される
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:
21015)の承認を得て実施した．また，対象者には文書及び口
頭で本研究の趣旨を説明し，書面にて同意を得た．

【目的】前距腓靭帯 (ATFL)損傷等による足関節不安定性は、
臨床でも多く見られる。
前十字靭帯損傷による膝関節前方不安定性の測定には、
KT-1000等が用いられ、定量化されている。KT-1000は簡便か
つ感度の高い測定方法として用いられている。ATFL損傷の場
合、距骨下関節軸が機能軸であるため、再現性の高い測定には
設定の工夫が必要になる。本研究では、足関節不安定性の測定
の定量化を目的に測定機器を開発し、再現性を検証し，さらに
ATFL損傷による足関節不安定性の定量化を試みた。
【方法】被験者の肢位は仰臥位とし脱力させた。内反ストレス
テストは，距骨下関節軸周りに加えた負荷トルク，および変位
(角度)の関係から評価することができる。本研究では再現性良
く負荷トルクを加えるため，測定装置を自作した。距骨下関節
軸の同定はKirbyの方法を参考にした。踵骨後面，踵骨隆起よ
り2.5cm下方の水平線上，踵骨外側縁と踵骨内側縁の中点と踵
骨外側縁を結ぶ線を上辺とし、踵骨中央線と水平線の交点から
底面までを内側辺とする四角形の対角線の交点を距骨下関節軸
の後点とした。距骨頭部を2等分し中点を距骨下関節軸の前点
とした。測定装置の前方，および後方継手の2点を結ぶ軸と被
験者の距骨下関節軸が一致するよう被験者の足部の位置を調節
し測定装置に固定した。
負荷トルクは徒手で加え，力センサー (ミュータスF1;アニマ)
を用いて測定した。負荷を加え最大内反位の角度と力を測定し
た。力センサーは移動軸上，軸心から12㎝の距離にて130Nの
力を移動軸に対して垂直に，内反方向へ加えた。
実験1;再現性の検証には，級内相関係数ICC (1,10)を用いた。
対象は健常男性10例 (10肢)とした。
実験2:ATFL損傷による足関節不安定性の比較には，ATFL損
傷者男性20例 (40肢)を対象とした。
統計には一標本ｔ検定を用い、有意水準を５％未満とした。
【結果】実験１:ICC(1,10)は0.71であった。
実験2:130Nmの負荷トルクに対し、患側の最大内反角度は健
側と比較し、高値を示した (p<0.05)。
【考察】先行知見によると足関節の不安定性は前方不安定性に
大きく反映されるといわれている。しかし，足関節捻挫の受傷
は内反によるものが多い。また，ATFLの機能は内反の制御に
も重要な役割を持つ。したがって内反への不安定性も無視でき
ない。
【結語】本実験の結果は、十分な再現性を有し、臨床症状を反
映していることが示唆された。今後、ATFL損傷者の競技復帰
に向けた筋力、運動能力と合わせた評価に利用が可能と考えた。
【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:R4-483)の承認を得て実施した。
実験に先立ち、対象者に口頭での説明と書面にて同意を得て実
施した。
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転倒経験の有無と歩行中の足部角度の関係

ポスター発表3

筋伸張位におけるレジスタンストレーニングに
よる 介入側と非介入側における筋力増強の関連
性の検討

○稲井 卓真 1)，小林 吉之 2)，二瓶 史行 3)，
中原 謙太郎 3)，黄 晨暉 3)，藤田 浩二 4)，
山本 皓子 4)
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) 日本電気株式会社 バイオメトリクス研究所
4) 東京医科歯科大学 運動器機能形態学講座

○佐藤 成 1,2)，吉田 麗玖 1)，中村 雅俊 3)
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
2) 松村総合病院 リハビリテーション課
3) 西九州大学 リハビリテーション学部

【目的】
片側のレジスタンストレーニング(RT)により非介入側で筋力増
強が生じるcross-educationと呼ばれる現象がある。システマテ
ィックレビューによると、片側のRTによる介入側の筋力増加量
が大きいほど、非介入側におけるcross-education効果が大きく
なることが報告されている。最近、我々は筋伸張位でのRTにお
いてもcross-educationが生じることを報告した(Sato et al.
2021)。しかし、介入側と非介入側における筋力増強の関連性
について異なる収縮様式別に検討した報告はない。したがって、
本研究の目的は筋伸張位でのRTによる介入側の筋力増加量と
cross-educationの関連性を筋収縮様式別に検討することである。
【方法】
対象はトレーニング経験のない若年男女14名(年齢:20.9± 1.1
歳、身⾧:165.9± 9.3cm、体重:59.2± 11.2kg)とした。対象者
は5週間，週2回の肘屈筋に対する片側のRTを実施した。RTは
筋が伸張位である肘関節屈曲0度から50度とした。負荷は肘関
節屈曲50度における最大随意等尺性筋力(MVC-ISO)を基準にし、
30%から100%MVC-ISOまで漸増的に増加させた。1セッション
あたりの回数は計30回(10回*3セット)とした。RTの効果指標
として、肘関節屈曲50° におけるMVC-ISO、60度/秒における
肘関節屈曲の最大随意短縮性筋力(MVC-CON)、最大随意伸張性
筋力(MVC-ECC)、全てのMVCの平均値(MVCave)を用いた。な
お、全ての項目は介入前後に測定し、介入前後の変化率を算出
した。統計処理は、介入側と非介入側の筋力変化率の関連性を
検討するため、正規分布の項目にはピアソンの積率相関係数、
非正規分布の項目にはスピアマンの順位相関係数を用いた。有
意水準は5%とした。
【結果】
MVC-CONは介入側の変化率と非介入側の変化率との間に有意
な正の相関が認められた(r=0.584, p=0.028,)。一方、MVC-ISO、
MVC-ECC、MVCaveは介入側の変化率と非介入側の変化率との
間に有意な相関関係は認められなかった(r=-0.033, p=0.916;
r=0.154, p=0.600, r=0.335, p=0.242)。
【考察】
先行研究では、片側のRTによる介入側の筋力増加量が大きいほ
ど、非介入側におけるcross-educationが大きくなることが報告
されているが、RTで用いるROMや効果指標の筋収縮様式が考
慮されていない。本研究結果より、筋伸張位となるROMでの
RTによる介入側と非介入側の筋力増強の関連性は効果指標の筋
収縮様式によって異なることが示唆された。
【結語】
片側の筋伸張位でのRTによる介入側の筋力増強と非介入側の
cross-educationとの関連性は筋収縮様式によって異なる可能性
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審査委員会(承認
番号:18442)の承認を得て実施した。

【目的】
転倒は高齢者の動作能力や生活の質を大幅に低下させうる社会
問題であるため，転倒を予防するために転倒リスクを日常的か
つ継続的に評価することは重要である．これまで多くの研究者
は慣性計測装置と呼ばれる簡易センサに着目し，腰背部や胸部
などの加速度・角速度の情報から転倒リスクの特徴量を解明し
てきた．一方，高齢者自ら腰背部や胸部などに慣性計測装置を
取り付けることは手間であり，継続的な使用を妨げる要因にな
りうる．我々は，その要因を排除するために，誰もが日常的に
使う靴の「インソール」の中に慣性計測装置を埋め込んだ歩行
センシングインソールを開発した．この機器を用いて足部の絶
対角度を推定できること，さらに先行研究 (Kobayashi et al.,
2014)は転倒経験の有無が歩行中の関節角度に影響を与えるこ
とを踏まえ，本研究は転倒経験の有無と歩行中の足部角度の関
係を明らかにし，転倒リスクの特徴量の特定を試みた．
【方法】
本研究の対象者は，中高年女性の転倒経験群18名と非転倒経験
群38名とした．実験者は歩行センシングインソール (6軸の加
速度・角速度センサ)が内蔵されている指定の靴を各被験者に
履かせ，通常速度の10m歩行を4試行実施させた．加速度・角
速度データにMadgwickフィルタを適用することで足部の絶対
角度を計算した．解析範囲は踵接地から同側の踵接地までとし，
1試行の中から左右4歩行周期ずつ抽出し，各被験者で加算平均
した．SPM解析を用いて，足部角度を群間で比較した．
【結果】
歩行中のy軸周り (前額面上の動き)の足部角度に関して，1歩行
周期の80-90%のフェーズで有意差がみられ (p=0.01)，非転倒
経験群に比べて転倒経験群の足部角度は負の小さい値であった
(負:足底が外側を向いた姿勢)．遊脚中期歩行中のx軸・z軸周
りの足部角度に関して，群間で有意差がみられるタイミングは
なかった．
【考察】
本研究の主たる知見は，歩行中のy軸周りの足部角度に関して，
1歩行周期の80-90%のフェーズ (遊脚中期)で有意差がみられ，
非転倒経験群に比べて転倒経験群の足部角度が負の小さい値 (
足底が外側を向いた姿勢)であったことである．先行研究
(Kobayashi et al., 2014)は，非転倒経験群に比べて転倒経験群
の遊脚期の股関節外転角度が大きかったことを報告しており，
遊脚期の股関節外転角度が増加することにより，足底が外側に
向いた姿勢になると考えられる．本研究では股関節を含む下肢
関節角度をみていないが，「遊脚期の股関節外転角度の変化」
が本研究の知見が得られたひとつの原因になりうると考える．
【結語】
非転倒経験者に比べて，転倒経験者の遊脚中期の足部角度は負
の小さい値 (足底が外側を向いた姿勢)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，発表者および共同演者が所属する機関の研究倫理委
員会の承認を得て実施した．実験時に書面による説明を行い，
同意を得た．

196

P-3-2-14

ポスター発表3

P-3-2-15

8週間の高スピード筋力トレーニングは筋質改善
に効果的である:ランダム化比較対照試験

ポスター発表3

子どもの大腿部筋柔軟性が低下する年齢を明ら
かにするための横断的研究

○王 紫敏，谷口 匡史，佐伯 純弥，市橋 則明
京都大学 医学研究科人間健康科学系専攻

○吉里 雄伸 1,2)，今井 孝樹 1)，角園 恵 1)，
山本 良平 3)，山田 一典 4)
1) 九州看護福祉大学 看護福祉学部 リハビリテーション学
科
2) 九州工業大学大学院 生命体工学研究科 生命体工学専攻
3) 熊本保健科学大学 保健科学部 リハビリテーション学科
4) 東海学園大学 教育学部 教育学科

【目的】
筋質低下は筋量低下よりも早期に生じ、筋量に独立して筋力低
下と関係するが、どのようなトレーニング方法が筋質をより効
果的に改善させるかは明らかにされていない。本研究では、高
スピード・低スピードのトレーニング速度の違いに着目し、8
週間の異なるスピードでの筋力トレーニング介入による筋質・
筋量・筋機能の改善効果を比較することを目的とした。
【方法】
対象者は健常若年女性22名とし、高スピード群11名、低スピ
ード群11名に無作為に分類した。Bモード超音波画像より大腿
四頭筋の筋輝度(筋質指標)、筋厚(筋量指標)の計測を行った。
筋機能の指標として、最大等尺性膝伸展筋力(膝屈曲60° 位)、
等速性最大筋力(60° /ｓ, 240° /ｓ)を測定し、240° /ｓでの等
速性筋力発揮時の角速度－時間の傾きからrate of velocity
development(RVD)を算出した。筋輝度・筋厚・筋機能の評価
は、それぞれトレーニング介入前後に測定した。筋力トレーニ
ング課題として60%1RM負荷にて高スピードまたは低スピード
で膝伸展運動を10回× 4セット、週3回の頻度で8週間実施した。
低スピード群は3秒で膝伸展を行い、高スピード群はできるだ
け速く膝伸展するように指示した。異なる筋力トレーニングス
ピードが筋質・筋量・筋機能に及ぼす影響を検討するために、
群間と時期の分割プロット分散分析および事後検定を行った。
有意水準を5%とした。
【結果】
筋輝度は交互作用および時期の主効果を認め、両群ともに介入
後に筋輝度が有意に低下したが、介入後における高スピード群
の筋輝度は低スピード群より有意に低値を示した。筋厚は交互
作用がなく、時期の主効果のみ認めた。最大等尺性筋力、等速
性筋力においては交互作用がなく、時期の主効果を認め、群に
関わらず介入後に有意に増加した。RVDは交互作用と時期の主
効果を認め、高スピード群のみ介入後に有意な増加を認めた。
【考察】
8週間の筋力トレーニングによって筋厚は両群ともに同程度の
増加を示した。一方、筋輝度は高スピード群において低スピー
ド群よりも低下、すなわち高スピード筋力トレーニングの方が
筋質をより改善させることが示された。
先行研究により、加速度を出す能力を表す指標であるRVDが筋
輝度に関連することが報告されている。本研究では、高スピー
ド筋力トレーニング介入により筋質改善効果が高く、その結果
RVDが改善された可能性がある。一方、筋力は両群同程度の増
加が認められ、スピードに関わらず筋力トレーニング介入によ
り筋力を改善できることが示唆された。
【結語】
8週間の異なるスピードによる筋力トレーニング介入の結果、
高スピード群において低スピード群よりも筋輝度が改善した。
筋質をより効果的に改善させるためには高スピードによる筋力
トレーニングが有効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医の倫理委員会の承認を得
て実施した(承認番号:C1532)。

【目的】
Osgood-Schlatter病 (以下，OSD)発症の危険因子は，大腿四頭
筋 (以下，quad)の柔軟性低下とされる．また治療としてquad
やハムストリングス (以下:ham)の柔軟性改善が推奨される．
これらの筋の柔軟性低下は成⾧期の骨⾧と筋⾧増加の差が要因
とされ，成⾧に伴う柔軟性低下が報告されている．しかしそれ
らの研究からはquadやhamの柔軟性がどの年齢で低下するのか
は明らかではない．これが明らかになれば，柔軟性低下に伴う
OSD発症の予防に有益な情報となる．本研究の目的は，子ども
の柔軟性がどの年齢で低下するかを明らかにすることである．
【方法】
対象は4-15歳の男児111名・女児131名，平均年齢10.4± 3.0
歳であった．quadとhamの柔軟性はEly-testとStraight Leg
Raising Test (以下，SLR-T)を用い，左右一度ずつ評価を行った．
Ely testは膝を屈曲させ，最終屈曲域前に骨盤が動くものを陽
性とし，最終域での下腿の角度を記録した．SLR-Tも下肢の最
終挙上角度を記録した．Ely-testは左右片側でも陽性であれば
陽性者とし，Ely-testとSLR-Tの角度データは左右平均を個人の
代表値とした．統計解析は男女別に行い，2歳ずつ6つの群を作
成し，角度データは正規性を確認後にKruskal-Wallis testを用
い，Ely-testの陽性率はFisher s exact testを用いて群間の比較
を行った．事後検定にはBonferroni法を用いた．解析はR
software version 4.0.3を使用し，有意水準は5％とした．
【結果】
Ely-testの角度は，男児では8-9と10-11歳より12-13歳で低値
となり (全てp<0.05)，女児では12-13歳より14-15歳で低値と
なった (p=0.03)．Ely-testの陽性率は，男児では8-9歳より
10-11歳で高く (p=0.04)，12-13と14-15歳は4-5から8-9歳よ
り高かった (全てp<0.01)．女児では6-7と8-9歳より12-13歳で
高く (全てp<0.05)，14-15歳は他の年齢帯より高かった (全て
p<0.05)．SLR-Tの角度は，男児・女児ともに8-9歳を境に低値
となったが (全てp<0.05)，女児では8-9歳より12-13歳で高値
となった (p<0.01)．
【考察】
柔軟性が低下する年齢は，hamでは男女とも8-9歳，quadでは
男児10-11歳，女児12-13歳であった．成⾧スパートの時期は，
開始が男児9歳・女児7歳，ピークが男児11歳・女児10歳とさ
れ，男児ではこの時期に一致する．女児のhamではこの時期に
一致するが，quadの柔軟性低下の時期は一致しない．女児の
12-15歳は思春期から思春期後にあたり，quadの柔軟性低下は
身⾧の増加より二次性徴の成熟の影響を受けている可能性が示
唆される．
【結語】
柔軟性が低下する年齢は，hamでは男女ともに8-9歳，quadで
は男児10-11歳，女児12-13歳であった．したがってOSD発症
の予防的介入はそれ以前が望ましいと考えられた．
【倫理的配慮、説明と同意】
研究内容及びリスクを本人・保護者に文章で説明し，保護者の
署名を得た．倫理審査は，発表者が所属する2施設において承
認を得た (承認番号02-018，21-06)．
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遅発性筋痛に対する振動付きフォームローラー
介入のcross-education効果の検討

ポスター発表3

スタティックストレッチングが関節位置覚に与
える効果の検討

○中村 雅俊 1)，吉田 麗玖 2)，笠原 一希 2)，
村上 優太 2)，佐藤 成 2, 3)，KONRAD ANDREAS 4)
1) 西九州大学 リハビリテーション学部リハビリテーション
学科
2) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
3) 公益財団法人磐城済世会 松村総合病院 リハビリテーシ
ョン科
4) University of Graz Institute of Human Movement
Science, Sport and Health

○村上 優太 1)，吉田 麗玖 1)，笠原 一希 1)，
佐藤 成 1,2)，久保 雅義 1)，中村 雅俊 3)
1) 新潟医療福祉大学 運動機能医科学研究所
2) 公益財団法人磐城済世会 松村総合病院 リハビリテーシ
ョン科
3) 西九州大学 リハビリテーション学部リハビリテーション
学科
【目的】スタティックストレッチング (SS)は，臨床現場やスポ
ーツ現場で多く実施されており，関節可動域 (ROM)の増加が期
待される．SS後のROM増加には，伸張に対する痛みや不快感
への耐性に代表される感覚の変化が関与すると報告されている．
さらに，最近のメタアナリシスおいてSSにおけるROM増加は，
対象筋だけでなく反対側における同名筋 (Cross-education
effect)・同側非対象筋 (non-local effect)にも生じ (Behm et al.
2021)，それらは感覚の変化に起因することが示唆されている．
これらのことから，SS後に生じる感覚の変化によってROMが
増加することが示唆されているが，この感覚の変化には関節位
置覚の変化が関連している可能性がある．そのため，本研究の
目的は，様々なSS介入方法が関節位置覚に与える影響について
検討することとした．

【目的】遅発性筋痛 (いわゆる，筋肉痛)は不慣れな運動，特に
伸張性収縮を含む運動を行った後に生じる，筋の痛みや筋力・
関節可動域 (ROM)の減少などの運動機能の低下が挙げられる．
我々は遅発性筋痛が最も大きく生じる伸張性収縮運動2日後に
振動刺激の効果が付加される振動付きフォームローラーを行う
ことで痛みの軽減，筋力・ROMの改善効果があることを報告
した (Kasahara et al. 2020; Nakamura et al. 2022)．しかし，
遅発性筋痛のある筋に対する介入は大きな痛みを伴うため，対
象者の心身への負担も大きいという問題がある．そこで我々は，
cross-education効果と呼ばれる介入を行っている介入側だけで
はなく，非介入側にも同様の効果を生じさせる現象に着目し
(Nakamura et al. 2021)，遅発性筋痛のある筋に対する振動付
きフォームローラーの介入効果を検討することを目的とした．
【方法】対象は健常若年男性14名とし，利き足側の膝関節伸展
筋群とした．測定項目は利き足膝関節屈曲ROM，最大等尺性
膝関節伸展筋力 (MVC-ISO)および最大短縮性膝関節伸展筋力
(MVC-CON)，圧痛とした．多用途筋機能評価装置 (BIODEX
system 3.0:BIODEX社)を使用してMVC-ISOは膝関節屈曲70° ，
MVC-CONは角速度60° /秒で測定した．圧痛は大腿四頭筋を9
か所圧迫した際の痛みの程度をVisual Analogue Scaleを用いて
評価し，平均値を解析に用いた．上記の項目を評価したのち，
遅発性筋痛を惹起させるために膝関節最大伸張性運動を計60回
行った．遅発性筋痛における疼痛がピークとされている伸張性
運動の48時間後に前述の項目を測定し，振動付きフォームロー
ラー介入後にも同様の測定を行った．その後，振動付きフォー
ムローラー (35Hz)を非利き足側 (非損傷側)に30秒× 3回実施し，
介入後の評価を実施した．統計処理として，各指標の値の比較
はBonferroni法を用いた多重比較検定を行った．なお，有意水
準は5％未満とした．
【結果】本研究の結果，遅発性筋痛により生じたROM減少や
筋痛は有意に改善したが (p<0.05)，MVC-ISO (p=1.00)および
MVC-CON (p=0.225)には有意な変化は認められなかった．
【考察】本研究の結果，遅発性筋痛が生じていない反対側の筋
に対する振動付きフォームローラー介入は痛みやROMの改善
には有効であるが，筋力の改善効果はないことが明らかとなっ
た．この結果は，疼痛により痛みが生じている側に直接，介入
できない場合においても痛みのない反対側に振動付きフォーム
ローラーを介入することで痛みの緩和などを生じさせることが
可能であることを示している．
【結語】遅発性筋痛が生じてない側に対する振動付きフォーム
ローラー介入は痛みやROM改善に有効である．
【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，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．

【方法】対象は健常成人男性18名 (年齢21.9± 3.1歳)の利き足
側の足関節底屈筋群とし，介入側条件，反対側条件，同側非対
象条件，コントロール条件の4条件設定した．介入側条件では
対象筋，反対側条件では利き足と反対側の同名筋，同側非対象
条件では利き足側のハムストリングスに対してSS介入を60秒
間× 3セット実施し，コントロール条件では240秒間安静とした．
介入前後において等速性筋力測定装置 (Biodex system 3.0)を用
いて足関節背屈 (DF)ROM，中間域・背屈域での関節位置覚の
測定を実施した．統計処理は，2要因の反復測定分散分析を行
い，事後検定として，Bonferroni補正を用いた対応のあるt検定
を用いて検討した．また，介入前後でのDF ROM変化量と中間
域，背屈域変化量との関係を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】DF ROMでは，交互作用を認め，介入側条件 (p＜
0.01)，同側非対象条件 (p＜0.01)で有意に増加した．関節位置
覚では，中間域で交互作用が認められ，介入側条件のみで有意
な増加を認めた (p＜0.05)．また，すべての条件においてDF
ROM変化量と中間域，背屈域変化量との間に有意な相関は認
められなかった．
【考察】本研究の結果，対象筋へのSSは中間域での関節位置覚
を背屈方向へ変位させるが，SSにおけるCross-education effect，
Non-local effectでは関節位置覚を変化させないことが明らかと
なった．対象筋への SS介入は筋スティフネス (硬度)を減少さ
せるため，この筋スティフネスの低下により筋紡錘の感受性が
変化し，関節位置覚に影響を及ぼした可能性が考えられる．
【結語】関節位置覚は対象筋へのSSによって変化するが，
ROM増加には関与し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:18561)の承認を得て実施した．
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で十分に説明し，同意を得た上
で行われた．
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P-3-3-1

足関節底屈筋群に対する動的ストレッチングの
効果

ポスター発表3

手指巧緻動作課題における声かけ効果:近赤外
分光法による検討

○中島 早紀 1)，平林 怜 1,2)，阿部 明日香 1)，
大河内 偉琉 1)，山田 勇輝 2)，横田 裕丈 1,2)，
関根 千恵 1,2)，江玉 睦明 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

○小川 大貴 1)，レ テュラン デュック 1)，
渡邉 和樹 1)，藤田 直人 1)，西条 寿夫 2)，浦川 将 1)
1) 広島大学大学院 医系科学研究科運動器機能医科学
2) 富山大学大学院 医学薬学研究部システム情動科学

【目的】
巧緻動作等のリハビリテーション介入において，より良い動作
の獲得を促すため，セラピストが口頭で指示や励ましの声を与
えることが臨床で行われている。本研究では、巧緻動作課題と
してペグ動作を健常者に実施させ，励ましの声かけによってパ
フォーマンス向上と脳活動の変化がみられるか検証した。
【方法】
対象は本研究に同意の得られた身体および神経学的に問題のな
い健康な男女38名とし，20秒間にできるだけ速く多くのペグ
を穴に挿し込む課題遂行中に，励ましの声かけを与える群
(Encourage群)と声かけを加工した音を与える群 (Shuffle群)に
分け，ペグ本数のスコア (Peg score)を算出し，撮影された動
画からペグ動作の詳細な時間区分解析を行なった。また，近赤
外分光法を用いてOxy-Hb変化を計測した。
【結果】
Encourage群でPeg scoreが有意に上昇し，上肢の移動を伴う比
較的粗大な巧緻動作のフェーズで有意に向上した。さらに励ま
しの声かけによってrostral medial prefrontal cortex (rmPFC)の
Oxy-Hbが上昇した。
【考察】
これまでの研究ではMc Nairら (1996)の声かけによる最大筋力
の増加やBruce H. Dobkinら (2010)の歩行速度の改善が報告さ
れている。本研究ではPeg scoreの上昇が，比較的粗大な上肢
の移動を伴う動作の速度上昇によってもたらされることが示さ
れた。脳活動変化の解析では rmPFC で励ましの声かけにより
Oxy-Hbが上昇し，rmPFCの賦活化が示唆された。石黒ら
(2014)によるペグ動作の研究では，課題直前の直流電気刺激が
rmPFC賦活化を誘導しペグパフォーマンスを向上させるとの報
告がある。さらにrmPFCは外界からの情報処理や相互作用に重
要な役割を果たすといわれていることから，本研究のペグパフ
ォーマンスの向上もrmPFC賦活化によってもたらされることが
示唆された。
【結語】
リハビリテーション課題において「頑張れ!その調子!」など
の外界からの働きかけによって，rmPFC賦活化が誘導され，課
題遂行者の意志に基づく，リハビリテーション課題のパフォー
マンス向上がもたらされると示唆された。
【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
:第 C-114 号)の承認を得て実施した。

【目的】
動的ストレッチング (DS)の効果は関節可動域 (ROM)を増加さ
せることが報告されている．静的ストレッチング (SS)と比較し
てDSでは，筋力低下を認めなかったことが報告されている．こ
の影響は，体温や筋温の上昇が可能性として示唆されている．
しかし，DSの対象筋の循環動態に対する筋温や筋機能に及ぼす
影響は検討されていない．そこで，本研究はDSにおける筋力，
ROM，表面温，筋温，筋硬度を同時に計測してDSの効果を詳
細に明らかにすることを目的とした．
【方法】
対象者は健常成人20名，DS対象は右足関節とした．DS条件は，
DS介入条件とDS非介入 (control)条件の2条件とした．DS介入
条件は，開始肢位を股関節屈曲70° ，膝関節伸展0° ，足関節
底屈10° とし，最大努力下で自動運動による背屈運動を2秒に
1回実施し，30秒× 4セット実施した，セット間は30秒の休憩
を設けた，control条件はDS開始肢位で安静座位とした．
実験1は足関節底屈筋力として足関節底屈トルクを測定し，測
定肢位は股関節屈曲70° ，膝関節伸展0° ，足関節底屈0° 位で
実施した．
実験2は，足関節背屈ROM，内側腓腹筋の表面温・深部温・筋
硬度を測定した．ROM測定はBIODEXによりDS開始肢位から足
関節背屈に5° /秒の角速度で背屈に他動運動させ，痛みのない
角度で被験者が停止した角度を最大背屈ROMとした．表面温，
筋温，筋硬度の測定はDS開始肢位で測定した．
実験1，2の各測定は，各DS条件の介入前 (pre)，直後 (post)，
5分 (post 5)，10分後 (post 10)とした．統計はpreに対する対
応のt検定にBonferroni補正を行った．いずれも有意水準は5%
とした．
【結果】
実験1:2条件ともに足関節最大底屈トルクは介入前後で有意に
認めなかった．
実験2:DS条件は，preと比較して足関節背屈ROMがpost，
post 5，
10で有意に増加 (p <0.05)，内側腓腹筋筋硬度がpost，post 5，
10で有意に低下 (p <0.05)，表面温と深部温は介入前後で有意
差を認めなかった．control条件はすべての測定項目で有意差を
認めなかった．
【考察】
本研究はDSによって，筋硬度の低下による筋腱の組織特性の変
化である機械的要因と主動作筋の運動による拮抗筋の抑制とし
て相反性抑制が働き，底屈筋群の緊張を抑制させる神経的要因
によって，ROMが増加した可能性が示唆された．一方で，表
面温，筋温は変化がなく，背屈運動であったため，腓腹筋の血
流動態に影響は少なく筋力に変化がなかった可能性が示唆され
た．
【結語】
本研究は足関節底屈筋に対するDSよって筋力低下を引き起こさ
ず，足関節背屈ROMを増大させた．
【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
員会の承認 (承認番号:18364:200210)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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P-3-3-3

聴覚刺激の刺激間隔の違いが歩行のリズムと前
脛骨筋の筋活動に与える影響

ポスター発表3

手掛かりを基に運動範囲を調節する際に手掛か
りへ注意を向けると体性感覚が入力されやすく
なる

○高橋 優基 1,3)，前田 剛伸 1)，嘉戸 直樹 1)，
鈴木 俊明 2)，岩月 宏泰 3)
1) 神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科
2) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科
3) 青森県立保健大学大学院 健康科学研究科

○木下 晃紀 1.2)，嘉戸 直樹 3)，鈴木 俊明 4)
1) 介護老人保健施設第二さくら苑 リハビリテーション科
2) 榊原白鳳病院 リハビリテーション臨床研究部
3) 神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科
4) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

【目的】
理学療法士は患者の歩行の誘導に手拍子を用いることがある。
屋内歩行のペースは速い、自然、遅いと様々であり、それぞれ
1歩に要する時間はおおよそ400ms、500ms、900msである。
我々は先行研究において、聴覚刺激の刺激間隔がどの程度ずれ
ているかを表す誤差率が7％以下であれば運動の周期性は阻害
されない、また健常者が打つ手拍子の誤差率は6％であること
を報告した。本研究では、一定間隔もしくは誤差率6％以内で
変動する間隔で周期的に呈示される聴覚刺激に合わせて歩行さ
せた際の歩行のリズムと前脛骨筋の筋活動の変化を検討した。
【方法】
対象の健常男性12名 (平均年齢26.2± 6.0歳)は、20回連続で呈
示される聴覚刺激に合わせて歩行を実施した。聴覚刺激の入力
にはSoundTrigger2Plusを、筋活動の記録にはテレメトリー筋
電計MQ8を使用した。刺激間隔は400ms、500ms、900msと
した。各間隔ともに一定および誤差率6%以内で変動する2つの
条件を設定し、合計6条件はランダムに実施した。初期接地は
両踵部に貼付したフットスイッチで特定した。データは解析プ
ログラムBIMUTAS-Videoで解析した。20回のうち最初の5回を
除いた15回の初期接地の14個の時間間隔と、初期接地から前
脛骨筋の筋活動のピークまでの潜時の変動係数を解析の対象と
し、自然歩行に対する相対値を算出した。反復測定二元配置分
散分析で刺激間隔と変動の有無の2要因の影響を確認した。有
意水準は5％とした。
【結果】
初期接地の時間間隔および筋活動のピークまでの潜時の変動係
数は、それぞれ交互作用を認めず、刺激間隔の要因に主効果を
認めた。ボンフェローニ法において、それぞれの変動係数は
500ms間隔の歩行と比べて400ms、900ms間隔で有意に大き
かった。
【考察】
先行研究では、リズミカルに運動できる状況下で周期的な聴覚
刺激を呈示すると、刺激と運動の誤差を修正しながら運動しな
ければならないため、リズミカルな運動を阻害するといわれて
いる。本研究においても、自然歩行に近い500ms間隔の歩行と
比べて400msは速い、900msは遅いペースであったことで運
動の調整がより必要となり、初期接地の変動が大きくなった可
能性がある。また前脛骨筋は、初期接地後に下腿の前傾を促し
て前方へ体重移動させる役割があるといわれている。自然歩行
に近い500ms間隔の歩行とは異なるペースで歩行する場合、立
脚相での前方への体重移動を調整して刺激と初期接地との誤差
の修正が必要となる。このとき体重移動を調整する要素のひと
つとして足関節の運動が関与したことで、400msと900ms間
隔の歩行では前脛骨筋の潜時の変動が大きくなった可能性があ
る。
【結語】
誤差の修正がより必要となる400msと900ms間隔の歩行では
歩行リズムや体重移動にかかわる筋の筋活動の変動が大きくな
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
での説明と同意を得て実施した。

【目的】本研究では手掛かりを基に運動範囲を調節する際の手
掛かりへの注意の有無が体性感覚入力に及ぼす影響について体
性感覚誘発電位(SEP)を用いて検討した。
【方法】対象は健常成人12名 (平均年齢23.6± 2.46歳)とした。
課題は1Hzの頻度で行う0° から20° までの右母指手根中手関
節掌側外転の反復運動とし、20° の位置には触覚で知覚できる
凸形状のプラスチックテープを手掛かりとして置いた。手順は、
まず手掛かりを設置したことを被験者に伝えずに、手掛かりに
注意を向ける教示を行わない課題(教示なし課題)を行い、次に
手掛かりに注意を向ける教示を行う課題(教示あり課題)を行っ
た。教示は、「テープが母指の中心と重なるところが20° にな
りますので、20° ピッタリになるように運動してください」と
いう内容で行なった。課題精度の評価には動作解析フリーソフ
トウェアKinoveaを用いて、20° からの絶対誤差を算出した。
SEPは安静時と課題中に右手関節部の正中神経を電気刺激して、
同側Erb点-対側Erb点からN9振幅、C3 -対側Erb点間とSC5-Fz
間からN13振幅、C3 -Fz間からN20振幅を記録した。また、
各振幅の課題中の振幅値を安静時の振幅値で除した相対値を算
出した。統計学的比較には、Friedman検定とWilcoxonの符号
付順位検定を用いた。なお、有意水準は5%とした。
【結果】右母指手根中手関節掌側外転の目標値からの絶対誤差
は、教示なし課題と比較して教示あり課題で低値を示した。
N20振幅の相対値は教示なし課題と比較して教示あり課題で高
値を示した。N9、N13振幅の相対値には有意差を認めなかっ
た。
【考察】随意運動中は一次体性感覚野由来のSEP振幅が低下す
るが、課題遂行に有効な感覚情報が入力される際にはSEP振幅
は低下しないと言われている。本研究の教示あり課題は、運動
範囲を目標の20° 丁度に調節するように手掛かりへ注意を向け
たことで、手掛かりから得られる感覚情報が教示なし課題より
も課題を遂行するのに有効な感覚情報となっていたと考える。
そのため、教示あり課題では正確な調節を行うのに必要な手掛
かりから得られた感覚情報を多く入力するため、教示なし課題
よりも感覚入力が抑制されず、一次体性感覚野由来のN20振幅
の相対値が高値であったと考えた。また、運動中にSEP振幅が
低下する体性感覚入力を抑制する作用は、大脳皮質で生じると
言われており、脊髄後角・内側毛帯由来のN13振幅と腕神経叢
由来のN9振幅の相対値では変化を認めなかったと考えた。
【結語】手掛かりを基に運動範囲を調節する際には、手掛かり
へ注意を向けることで運動中に生じる体性感覚入力の抑制作用
が減弱し、体性感覚が入力されやすくなる可能性がある。
【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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カーフレイズ動画の運動観察における脊髄運動
ニューロンの興奮性変化について

ポスター発表3

手指屈筋腱への振動刺激による筋電図応答は周
波数依存的に変化する―痙縮を有する脳卒中後
片麻痺患者に対するフィージビリティ検証―

○高崎 浩壽 1,2)，末廣 健児 3)，石濱 崇史 3)，
鈴木 俊明 4)，淺井 仁 5)
1) 京都田辺中央病院 リハビリテーション部
2) 金沢大学大学院 医薬保健総合研究科
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
5) 金沢大学 医療保健研究域保健学系 リハビリテーション
科学領域

○棚町 兼也 1,2)，岡和田 愛実 1,2)，桑原 渉 1,2)，
川上 途行 1)，金子 文成 1,2)
1) 慶應義塾大学 医学部 リハビリテーション医学教室
2) 東京都立大学 人間健康科学研究科 理学療法科学域

【目的】
手指屈筋腱の適切な位置への振動刺激は，筋紡錘の活動によっ
てIa線維を発火させ，求心性の入力を生じさせる。また，Ⅰa
線維の発火頻度は振動刺激の周波数に応答して変化することが
知られている (Brown MC et al., J Physiol, 1967)。本研究では，
痙縮を有した脳卒中後片麻痺患者の麻痺側の手指屈筋腱に対し
て多段階の周波数で振動刺激を行い，振動刺激の周波数変化に
伴う表面筋電図の応答特性を検証することを目的とした。
【方法】
対象は脳卒中後片麻痺患者5名で，手指屈筋のModified
Ashworth Scale (MAS)は，「1」が1名，「1+」が1名，「2」
が2名，「3」が1名であった。被験者は前方に設置した机上で
前腕中間位に固定され，手関節及び手指の筋を脱力するように
指示された。振動刺激中は開眼し，麻痺側手指屈筋腱に対して
3秒間の振動刺激を3回加えた。振動刺激の周波数は，40Hz，
60Hz，80Hz，100Hzとし，手指伸筋 (総指伸筋)，手指屈筋 (
深指屈筋)の表面筋電図を記録した。解析の前処理として，記
録された表面筋電図に対して5-500Hzのバンドパスフィルタを
適用し，全波整流を行った。振動刺激3秒間と振動直前3秒間 (
安静時)の筋電図データから台形則による数値積分を算出し，
振動刺激中と安静時の積分値の差分から振動刺激による表面筋
電図の変動を算出した。
【結果】
全症例において40Hzで刺激した際の積分値が最小であり，周
波数の増加に伴って積分値の増加が認められた。しかし，積分
値のピークが出現した周波数は症例間で一定でなかった。
【考察】
閉眼した状態での手指屈筋腱への振動刺激はⅠa線維の上行性
入力により，関節運動が生じていないにもかかわらず手関節背
屈方向への運動錯覚を引き起こし，脳の運動関連領域を賦活さ
せる (Naito E et al., J Neurosci, 1999)。 しかし，本研究のよう
に開眼した状態で振動刺激を加えることで，関節運動が生じて
いないという視覚情報が入力されるため運動錯覚が生じない。
すなわち，開眼した状態での振動刺激により誘発された表面筋
電図は，伸張反射弓(⾧潜時反射を含む)の活動に由来するもの
と仮定できる。また，Ⅰa線維の発火頻度は刺激周波数に依存
するため，本研究において，刺激周波数の増加に伴って表面筋
電図の積分値が増大していた背景には，振動刺激の周波数に依
存して反射活動が強くなっていたことが関係していると考える。
積分値がピークとなる周波数が一定とならなかったことは，痙
縮に伴う筋拘縮によりばらつきが生じた可能性がある。
【結語】
本研究の方法で誘発された表面筋電図は，筋紡錘に由来した反
射の活動に由来する可能性があり，今度の研究を継続する価値
があるものと考える。
【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委員会 (承認番号
:N20180009-1)の承認を得て実施した。

【目的】
運動観察とは他者の運動を観察する行為であり、運動機能の改
善に有効な治療法である。上肢を対象とした運動観察は、運動
関連領野や脊髄運動ニューロンを賦活することが知られている。
一方で、理学療法へ汎用させるためには下肢を対象とした運動
観察の知見が必要となる。そこで、本研究は足関節の運動を観
察課題とし、H波を用いて検討した。
【方法】
対象は健常者11名 (平均年齢31.1± 6.1歳)とした。検査は腹臥
位にて、検査側である右下肢は膝関節屈曲30° 位、足関節底屈
位に設定した。また、対象者の視線の前方60cm先にノートパ
ソコンを配置した。プロトコルは安静のH波を1分間計測後、
対象者に映像を観察させながら再度H波を1分間計測した。H波
はNeuropack (日本光電)を使用し、ヒラメ筋より導出した。刺
激条件は部位を後脛骨神経、強度をM波出現閾値の120%、頻
度を0.5Hz、持続時間を1ms、回数を30回とした。記録条件は、
探査電極を下腿内側近位2/3にあるヒラメ筋の筋腹上、基準電
極をアキレス腱上に貼付した。検討項目は振幅H/M比とし、H
波の平均振幅値を最大M波振幅値で除すことで算出した。観察
課題は立位で右下肢に全体重の10%・50%・90%荷重下でのカ
ーフレイズ動画とした。さらに、電気刺激と運動とを同期させ
るため、0.5Hzの頻度で足関節底屈が繰り返し生じる映像 (10%
条件、50%条件、90%条件)を提示した。映像は健常者の後方よ
り全身が映るように撮影した。
【結果】
振幅H/M比は、50%・90%条件において安静と比較し観察時で
有意な増加を認められた。
【考察】
50%・90%条件は下腿三頭筋が活動する映像の観察により、得
られた視覚刺激が運動関連領野を賦活し、下行性線維を介しヒ
ラメ筋を神経支配する脊髄運動ニューロンへ促通性の影響を与
えたと考える。しかし、10%条件はヒラメ筋に対する負荷が少
なく、対象者がヒラメ筋の活動を十分に捉えていなかったこと
で、脊髄運動ニューロンの興奮性は不変であったと推察する。
したがって、運動観察は運動実行と類似した神経活動を有する
ことから、観察課題を遂行するために要される筋活動は運動観
察により得られる脊髄運動ニューロンの興奮性に反映される可
能性がある。ただし、下肢筋を神経支配する脊髄運動ニューロ
ンの賦活には、当該筋に対して一定以上の負荷を与えた映像を
提示する必要性が考えられる。
【結語】
下肢を対象とした運動観察は、当該筋を神経支配する脊髄運動
ニューロンの興奮性が増大する可能性を見出した。理学療法に
応用する際には、当該筋に一定以上の運動負荷を与えた状態で
筋活動が生じる場面を観察させることにより、対応する機能障
害は改善されると考える。
【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
での説明と書面にて同意を得て実施した。
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立ち上がり動作の指導における言語強化のタイ
ミングに関する探索的研究 ―理学療法士による
離殿の指導に着目して（第2報）―

ポスター発表3

足関節の運動の頻度を増加させると体性感覚入
力が抑制される
○中森 友啓 1)，嘉戸 直樹 2)，鈴木 俊明 3)
1) 医療法人凰林会 榊原白鳳病院 リハビリテーション科
2) 神戸リハビリテーション福祉専門学校 理学療法学科
3) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

○我妻 昂樹 1,2)，鈴木 博人 2)，松坂 大毅 2,3)，
嶋田 剛義 2,4)，千田 悠人 2)，藤澤 宏幸 2)
1) 東北文化学園大学 医療福祉学部リハビリテーション学科
理学療法学専攻
2) 東北文化学園大学大学院 健康社会システム研究科健康福
祉専攻
3) IMS グループ イムス明理会仙台総合病院 リハビリテー
ション部
4) 医療法人社団 愛子整形外科 リハビリテーション部

【目的】
運動学習の初期段階では、一定時間における運動回数 (以下、
運動頻度)を少なく設定することが推奨されている。これは、
体性感覚情報を感覚フィードバックとして利用しながら運動制
御を行うためである。しかし、運動を行う上で設定すべき具体
的な頻度は言及されていない。そこで、本研究では体性感覚情
報を客観的に評価できる体性感覚誘発電位 (Somatosensory
evoked potentials:SEP)を用いて、随意的な足関節底屈運動の
運動頻度の違いが体性感覚情報に及ぼす影響を検討した。
【方法】
対象は健常成人10名とした。課題中の姿勢は腹臥位で、右股関
節伸展位、右膝関節中間位とした。課題は、聴覚音を合図に右
足関節を底屈した後、背屈方向へ脱力する反復運動とした。足
関節底屈の運動範囲は、10° 底屈位から40° 底屈位までとした。
なお、右足関節の底屈する時間は2000ms、1500ms、
1000msとし、それぞれを条件1、条件2、条件3とした。背屈
方向への脱力は全ての条件で500msに統一した。各条件の練習
および各条件間の休息は1分間とした。SEPの記録にはViking
EDX (Natus)を使用した。刺激神経は右脛骨神経とし、刺激強
度を運動閾値の1.2倍、刺激頻度を3.3Hz、刺激の持続時間を
0.2ms、刺激回数を500回加算とした。記録条件として、基準
電極を前額部、探査電極を頭頂部に貼付した。SEPの記録は、
まず安静時で記録した後、条件1、2、3の課題をランダムに実
施し、各条件でのSEPを記録した。解析対象は、一次体性感覚
野の電位を反映するP37の振幅値とした。統計学的解析は、
Friedman検定を実施した後、Bonferroni補正したWilcoxon符号
付順位検定にて各群間を比較した。有意水準は5％とした。
【結果】
安静時と比較し、条件1、2、3にてP37振幅が有意に低下した。
また、運動頻度が少ない条件1と比較して運動頻度が多い条件3
のP37振幅が有意に低下した。
【考察】
安静時よりも随意運動時にSEP振幅が低下することはgatinとし
てすでに知られており、本研究の運動課題である条件1、2、3
のP37振幅が安静時よりも有意に低下したことは、先行報告を
支持する結果となった。また、gatingの機序は運動性皮質から
の遠心性インパルスが求心性の情報を抑制することと、求心性
インパルスが上行する過程で閉塞することが考えられている。
運動頻度の変化により、これらの機序によるgatingの程度が増
大したため、条件1と比較し運動頻度の多い条件3の方がP37振
幅は低下したと考えた。
【結語】
足関節の運動の頻度を増加させると、一次体性感覚野への体性
感覚入力が抑制されることが分かった。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は、発表者の所属する研究倫理審査委員会 (承認番号:
21-15)の承認を得て実施した。また、個人情報は暗号化しプラ
イバシーポリシーに十分配慮するとともに、本研究対象者には
研究の目的と方法および概要について十分に説明し、同意を得
た上で協力いただいた。

【目的】
言語強化 (verbal reinforcement:VRf)は「試行ごとに与えられる
短い運動命令の形式」と定義され、理学療法場面で多用されて
いる(我妻, 2021)。しかし、理学療法士(physical therapist:PT)
の動作指導におけるVRfの効果は不明な点が多い。VRfの効果
を検証するためには、まずPTのVRfの与え方を明らかにする必
要がある。そこで、本実験は運動量戦略(momentum
strategy:MS)および安定戦略(stabilization strategy:SS)での立ち
上がり動作を課題とし、PTが離殿のタイミングを指導する際に
与えるVRfの特徴を運動学的視点から明らかにすることを目的
とした。
【方法】
[対象] PT14名(平均経験年数8.2± 4.7年)とした。 [測定方法]対
象者には健常者の立ち上がり動作の映像を視聴させ、離殿のタ
イミング指導として適切だと思うタイミングで「はい」と声が
けすることを求めた。測定にあたり、被験者には事前に三次元
動作解析装置と同期して撮影したMSとSSの立ち上がり動作の
映像を視聴させた。また、映像視聴回数は８回とし、VRfはボ
イスレコーダーを介してA/D変換器で収集した。測定終了後、
アンケートにて「VRfタイミングの意識」、「立ち上がり動作
の注目部位」を聴取した。 [データ解析]事前測定した三次元デ
ータとVRf音声データを同期した。その時間データから「離殿
-VRf時間差」、「VRf時体幹前傾角度(VRf時前傾角度/離殿時前
傾角度)」、「体幹前傾角速度ピーク-VRf時間差」を算出した。
[統計解析]本実験では各被験者の後半５試行の中央値を代表値
とし、その後各群の平均値を算出した。また、動作戦略の違い
による影響を検証するため、対応のあるt検定を実施した。有
意水準はα =0.05とした。
【結果】
「離殿-VRf時間差」は、SS (離殿前184± 150ms)よりもMS (離
殿前55± 93ms)の方が有意に小さい値を示した。また、「VRf
時体幹前傾角度」および「体幹前傾角速度ピーク-VRf時間差」
については動作戦略間に有意差を認めなかった。さらにアンケ
ートの結果、VRfタイミングの意識について、9/14名が「離殿
前」と回答し、5/14名「離殿と同時」と回答した。立ち上が
り動作の注目部位は、85.7%がHATに関連する部位であった。
【考察】
「VRf時体幹前傾角度」・「体幹前傾角速度ピーク-VRf時間差
」において動作戦略による差はないことから、体幹前傾角度・
角速度をVRfタイミング決定の共通指標としていると考えられ
た。さらに、MS条件における離殿-VRf時間差は短く、反応時
間の観点から同一試行内の動作に影響を及ぼさない可能性が示
唆された。今後、実際の立ち上がり動作に対してVRfを与えた
次の試行の影響を検証する必要があると考えた。
【結語】
PTは立ち上がり動作の離殿を指導する際に、HATの角度および
角速度からVRfタイミングを調整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、発表者所属の研究倫理審査委員会(文大倫第21-01号
)の承認を得て実施した。
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事前動作の違いが後続の行為選択の判断に及ぼ
す影響
-障害物回避のための行為選択課題による検証-

ポスター発表3

反復他動運動の視覚的運動感覚錯覚による脊髄
興奮性への影響

○大河内 偉琉 1)，平林 怜 1,2)，中島 早紀 1)，
阿部 明日香 1)，山田 勇輝 2)，横田 裕丈 1,2)，
関根 千恵 1,2)，江玉 睦明 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

○菊地 謙 1,2,3)，樋口 貴広 1)
1) 東京都立大学大学院 人間健康科学研究科
2) 医療法人社団のびた みくりキッズくりにっく
3) 株式会社琉球マインド こどもとかぞくのサポートルーム
KNOT

【目的】
反復他動運動 (RPM)介入中に介入対象を注視することで，脊髄
相反性抑制を増強させ，関節運動機能が向上することが報告さ
れている．また，先行研究では，視覚的運動感覚錯覚 (錯覚)に
より脊髄興奮性が増大することが報告されている．我々は，
RPMの錯覚により脊髄機能を変調できれば，RPMができない
対象者に対しても効果的な介入法となると考えた．そこで，本
研究の目的は，足関節のRPMの錯覚によって脊髄興奮性が変調
するか検討することとした．
【方法】
対象は健常成人20名とした．実験プロトコルは，RPMの錯覚
を10分間実施し，介入前 (pre)後 (post)と介入中に脊髄興奮性
の指標であるF波を計測した．筋電図電極は前脛骨筋 (TA)とヒ
ラメ筋 (Sol)に貼付した．電気刺激は脛骨神経と深腓骨神経に
対して刺激し，刺激強度はMmaxの120%に設定した．介入条
件は，錯覚介入あり (錯覚条件)と介入なし (control条件)の2条
件とした．錯覚介入における動画は，反復他動運動 (運動速度
160/s，足関節底屈30° －背屈10° )を行っている自身の足関節
とした．動画は足関節上にモニターを設置し視聴させた．解析
項目は，F波の出現頻度，F/M振幅比とした．統計はpreに対す
る介入中とpostの比較では，対応のt検定にBonferroni補正を行
った．いずれも有意水準は5%とした．
【結果】
F/M振幅比はpreと比較してcontrol条件で有意差を認めず，錯
覚条件で介入中のSolが有意に低値を示し (p <0.05)，TAが有
意に高値を示した (p <0.05)．出現頻度はすべての条件で有意
差を認めなかった．
【考察】
先行研究より，RPM中に対象者の注意を介入対象外に向けると
皮質脊髄路の興奮性は抑制され，介入対象に注意を向けると促
通されることが報告されている．本研究の結果より，脊髄興奮
性はTAの脊髄興奮性が増大し，Solの脊髄興奮性が減少した．
研究のデザイン上，椅子座位で足関節上にあるモニターを注視
したことによって，足関節を背面から見たことで，底背屈運動
ではあるが，背屈運動への錯覚が大きかった可能性が示唆され
る．そのため，背屈運動への錯覚により，TAの脊髄興奮性を
増大させ，相反性抑制によってSolの脊髄興奮性を減弱させた
可能性が示唆された．この結果は臨床応用に有益な知見であり，
上位運動ニューロン障害により引き起こされる底屈筋群への痙
性を減弱させ，関節運動機能を向上させる介入法として役立つ
可能性が示唆された．
【結語】
足関節のRPMによる錯覚介入は，RPMをせずに動画の注視の
みで脊髄興奮性を変調させ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
員会の承認 (承認番号:18267-190918)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．

【目的】
差し迫った目標に対する一次運動計画だけでなく，その後
の目標を考慮して運動全体を調整する能力である二次運動計画
は，日常生活において必要不可欠であることが先行研究から示
されている。しかし，事前動作 (一次運動計画)の認知的負荷の
違いがその後の行為選択の判断 (二次運動計画)にどのような影
響を与えるのかは明らかになっていない。そこで本研究では，
2つの選択肢のうち適切なルートを選択する課題を作成し，障
害物回避の事前に行われるリーチング運動に着目した。具体的
には，事前のリーチング動作内のビー玉把持の有無による一次
運動計画の操作が，後続の行為選択の判断である二次運動計画
に与える影響について検討した。
【方法】
若齢健常者9名 (女性3名，平均年齢24.56± 4.09歳)を研究
対象とした。先行研究において，知覚に基づいた運動計画能力
の計測に使用されていた隙間通過課題を改良し，実験課題を作
成した。対象者は，課題装置右側に設置されたビー玉を，装置
左側に置かれたカップへ移動させた。その際，装置中央に置か
れた２つの障害物の配置に基づき，障害物の間にできる隙間を
通るか，迂回するかの行為選択を行った。事前動作には，ビー
玉把持の有無による２条件を用意した。さらに，行為選択判断
の実験的操作として，隙間の出口幅を手の幅に対する倍率で操
作し，隙間入口幅は出口幅に対し+０㎝と+6㎝の２条件を設定
した。
対象者の行為選択の判断については，知覚判断および操作
判断能力を指標として，シグモイド関数からそれぞれ「正確さ
」と「感度」を算出した。また，事前のリーチング動作を３次
元動作解析から解析した。各対象者の知覚判断と操作判断の指
標，事前のリーチング動作について，事前動作 (2条件)と隙間
入口幅 (2条件)を要因とする二要因分散分析で分析を行った。
【結果】
いずれの指標についても，交互作用は認められなかった。
知覚判断の感度については事前動作の主効果 (p＜0.05)が認め
られ，ビー玉把持による感度の低下が認められた。操作判断の
感度では隙間入口幅の主効果 (p＜0.01)が認められ，隙間入口
幅が+6㎝に拡大すると感度が低下することが明らかとなった。
さらに，事前のリーチング動作では複数の指標で事前動作，隙
間入口幅ともに主効果が認められ，ビー玉把持により事前のリ
ーチング動作が滑らかになることが示された。
【考察・結語】
本研究の結果は，一次運動計画における事前のリーチング
動作にビー玉把持が含まれることで認知的な負荷がかかり，そ
の後の行為選択 (二次運動計画)において知覚判断の感度が低下
したと考えられる。また，ビー玉把持により事前のリーチング
動作は滑らかになることは，一次運動計画に認知的負荷を要す
ることを反映した結果であると考えられる。
【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:H3-66)の承認を得て実施した。
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弓道におけるイップス「早気」についての
心理学的および神経生理学的検討

ポスター発表3

運動観察は運動に要される力の認識により脊髄
運動神経機能の興奮性が異なる

○安部 レオ 1)，池田 尊司 2)，菅田 陽怜 1)
1) 大分大学 福祉健康科学研究科 健康医科学コース
2) 金沢大学 子どものこころの発達研究センター

○林 哲弘 1)，髙崎 浩壽 1,2)，末廣 健児 3)，
石濱 崇史 3)，鈴木 俊明 4)
1) 京都田辺中央病院 リハビリテーション部
2) 金沢大学大学院 保健医療学総合研究科
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】
ゴルファーや音楽家など細かな運動制御が必要な職業では特定
の動作や環境で出現，増悪する局所性ジストニアが知られてお
り，特にスポーツ分野ではイップスと呼ばれる．イップスの治
療法は確立されておらず，近年，機序や治療法の研究が増加し
ている．
一方，弓道におけるイップスとして「早気 (はやけ)」と呼ばれ
る現象がある．早気とは狙いを定めるための十分な時間をとれ
ず，意図したタイミングより早く矢を放つ現象で，的中率の低
下を引き起こす．早気は約８割の選手が経験し，発症には心理
的要因が関連するとされる．さらに，ゴルフなどのイップスで
は不安・抑うつなどの心理症状の出現や運動抑制に関する脳機
能が変調するとされることから，早気においても同様の変調が
生じている可能性がある．しかし，早気の症状についての詳細
な検討はない．そこで本研究では早気の病態を心理学的および
神経生理学的側面から検討した．
【方法】
対象は18歳以上の弓道選手男女13名とした．①Beckうつ病評
価尺度②State-Trait Anxiety Inventory③改訂日本語版Barratt
Impulsiveness Scale 11④Go/NoGo課題⑤心拍検出課題⑥心拍
誘発電位の記録を実施した．④は画面上の左右どちらかの矢印
提示になるべく早く対応するボタンを押し (Go刺激)，上向き矢
印提示ではボタンを押さない (NoGo刺激)ように指示し， Go刺
激160回NoGo刺激40回 (計200回)をランダムに試行した．課
題中の脳波を記録し，指標には刺激提示後のβ -band(13-25Hz)
の事象関連脱同期の持続時間を用いた．⑤は自身の身体に触れ
ずに心拍を数える課題を用い，実際の心拍数との誤差を指標と
した．⑥は安静開眼状態で90秒間脳波を記録し，心拍誘発電位
を抽出した．さらに，早気の指標として10本の実射において狙
い始めてから発射までの時間を計測した．
解析は狙いを定めている時間を従属変数、各課題スコアを独立
変数とした重回帰分析を行った．
【結果】
Go/NoGo課題におけるNoGo刺激時のβ -band事象関連脱同期の
持続時間および心拍検出課題の成績が会の時間に対し正に影響
し，心拍誘発電位は負の影響を及ぼす傾向にあった．
【考察】
Go/NoGo課題のNoGo刺激におけるβ -band事象関連脱同期の持
続時間は抑制を示していると報告されているため，早気におい
ては運動抑制が十分に働いていない可能性が示唆された．また，
心拍検出課題は誤差が少ないほど内受容感覚が優れているとい
われていることから早気において内受容感覚の低下が生じてい
る可能性がある．
【結語】
早気において他のイップスに見られるような抑制の低下がみら
れた．さらに，内受容感覚の低下が生じていることも含め，早
気には脳機能の変調が生じ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承認を得たうえ
で，被験者に文書で説明し同意を得て実施した。

【目的】
運動観察とは他者の運動を観察する行為であり、運動関連領野
や脊髄運動神経機能は賦活し、さらに運動関連領野の興奮性は
観察させる運動に要される力に応じて変化すると報告されてい
る。また、提示される運動の要因だけでなく、対象者の捉え方
により運動関連領野の興奮性に及ぼす影響は異なる可能性があ
り、下行性線維を介した脊髄運動神経機能への促通性の作用に
も差異が生じると仮説できる。そこで本研究は、観察させる運
動に要される力と脊髄運動神経機能との関係性について、対象
者の運動に対する認識を把握したうえで検討することを目的と
した。
【方法】
対象は、健常成人19名 (平均年齢25.6± 3.2歳)とした。検査肢
位は座位とし、視線の70cm前方にはノートパソコンを配置し
た。提示する映像は、母指の内転運動(無負荷映像)と硬度の異
なる2種類のセラバンドを用いて母指に抵抗を与えた上での内
転運動(低負荷・高負荷映像)とした。測定は、安静時のF波を1
分間計測し、4分間の休息後、ノートパソコンに提示した映像
を観察させながらF波を1分間計測した。また、実験終了後、母
指の運動に対する各対象者の認識について内省調査を実施した。
内省調査より「最も力が必要な運動」と認識した映像を条件A、
「2番目に力が必要な運動」と認識した映像を条件B、「最も力
を必要としない運動」と認識した映像を条件Cとし、安静時を1
とした観察時の振幅F/M比相対値を求め、各条件間で比較した。
【結果】
内省調査の結果は、全対象者のうち17名は提示した3種類の映
像を正しく捉えていたが、2名は映像上の運動に実際に要され
る力とは一致しない回答を示した。続いて、振幅F/M比相対値
は、条件B・Cと比較して条件Aで有意に高い値を認めた。また、
映像内容を正しく捉えていない2名の対象者は、振幅F/M比相
対値が映像上の運動に要される力ではなく内省調査の回答に同
調する傾向にあった。
【考察】
提示した映像に関わらず、条件Aは他条件と比べ強い力を要す
る運動と認識したことで、上位中枢は賦活され下行性線維を介
した脊髄運動神経機能に対する促通性の影響が増大したと考え
る。しかし、条件B・Cでは振幅F/M比相対値に有意な差を認め
ず、対象者は、条件B・C間における映像上の運動に要される力
の差異を明確には捉えていなかった可能性が考えられる。
【結論】
強い力を要する運動を観察させ、対象者が強い力を要する運動
であると認識することで、観察中の脊髄運動神経機能はより促
通されることが明らかとなった。運動観察を用い脊髄運動神経
機能に対する促通性の影響を一層強めたい場合、強い力を要す
る運動を観察させた上で、運動を提示する方法に工夫を加え、
対象者の認識を正しく誘導する必要性が示唆される。
【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。
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身体部位のmental rotation課題における正答率
と脊髄前角細胞の興奮性の関係について

ポスター発表3

僧帽筋下部線維と前鋸筋における運動単位の挙
動様式の解明とScapular Dyskinesisを有する者
の特徴

○野村 真 1,2)，鈴木 俊明 3)，青柳 陽一郎 2)
1) 日本医科大学千葉北総病院 リハビリテーション科
2) 日本医科大学大学院 医学研究科 リハビリテーション学
分野
3) 関西医療大学大学院 保健医療学研究科

○國木 壮大 1)，桑原 大輔 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】
肩甲骨運動に重要である僧帽筋下部線維や前鋸筋の運動単位
(MU)の挙動様式の明確化と、Scapular Dyskinesis (SD)を有する
者の特徴を検討すること。
【方法】
健常若年男性のうち正常な肩甲骨運動を有する7名 (正常群)と、
SDを有する2名 (以下、SD-1及びSD-2)を対象とした。対象者は
僧帽筋下部線維、前鋸筋の最大随意収縮 (MVC)の30 %、50 %、
70 %で台形収縮を実施した。各筋の台形収縮は徒手筋力テスト
のポジションで実施した。Trigno Galileo sensor (Delsys, USA)
で計測した生波形に対して筋電図decompositionを実施し、MU
活動電位振幅 (MUAP-amp)・発火頻度 (FR)・動員閾値 (RT)を
算出した。またRT/FRの回帰直線の傾きを計算した。これらの
運動単位の挙動様式を正常群の課題間 (30%、50%、70%)、及
び正常群とSD-1、SD-2で比較した。
【結果】
正常群においてMUAP-ampとFRの平均値は僧帽筋下部線維
(MUAP-amp 30%: 0.14 ± 0.04 mV、50%: 0.22 ± 0.07 mV、
70%: 0.30 ± 0.10 mV; FR 30%: 13.95 ± 1.99 pps、50%:
16.40 ± 1.84 pps、70%: 17.41 ± 1.29 pps)、前鋸筋
(MUAP-amp 30%: 0.07 ± 0.14 mV、50%: 0.11 ± 0.03 mV、
70%: 0.14 ± 0.05 mV; FR 30%: 12.49 ± 1.94 pps、50%:
14.92 ± 1.68 pps、70%: 16.33 ± 2.40 pps)共に力の増大に伴
い増加した。また正常群のRT/FRの傾きは、僧帽筋下部線維
(30%: -68.12、50%: -49.57、70%: -35.48)、前鋸筋 (30%:
-55.17、50%: -51.89、70%: -36.92)共に力の増大に伴い減少し
た。SD-1、SD-2においては正常群と比較して僧帽筋下部線維
のMUAP-ampの平均値が低く(SD-1 30%: 0.09 ± 0.03 mV、
50%: 0.14 ± 0.06 mV、70%: 0.20 ± 0.07mV; SD-2 30%:
0.06 ± 0.02 mV、50%: 0.13 ± 0.06 mV、70%: 0.17 ±
0.08mV)、SD-2の前鋸筋のMUAP-amp (30%: 0.04 ± 0.01 mV、
50%: 0.04 ± 0.01 mV、70%: 0.05 ± 0.01 mV)とFR (30%:
7.47 ± 1.5 pps、50%: 7.28 ± 1.4 pps、70%: 8.99 ± 1.4 pps)
の平均値が低い傾向が見られた。さらにSD-1及びSD-2の前鋸
筋のRT/FRの傾きは力の発揮に伴いやや増加し (30%: -34.61、
50%: -35.85、70%: -42.64)、正常群の結果とは反対の傾向を示
した。
【考察】
MUAP-ampの大きさは、MUのサイズと相関する。僧帽筋下部
線維と前鋸筋は力の増加に伴い動員するMUのサイズと発火頻
度を増加させることが確認された。SDを有する者は僧帽筋下部
線維や前鋸筋において動員するMUのサイズや発火頻度が小さ
い可能性がある。さらに前鋸筋のRT/FRの傾きは、正常群とSD
を有する者で反対の傾向が見られた。これは前鋸筋において、
正常群は力の発揮に応じて閾値の高いMUのFRを上げ、SD を有
するものは閾値の低いMUのFRを上げる傾向が示唆される。
【結語】
僧帽筋下部線維と前鋸筋は力の発揮に伴いMUのサイズとFRを
増加させるが、SDを有する者はMUの挙動様式が正常群とは異
なる可能性がある。
【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
: 21 - 032)の承認を得て実施した。全ての被験者に研究の目的，
趣旨を十分に説明し文書による同意を得た。

【目的】
運動イメージの方法の一つに身体部位を用いたmental rotation
課題 (以下、MR課題)がある。MR課題は、ランダムに回転して
提示される身体部位の画像の左右側を判別するものであり、暗
示的な運動イメージがなされることで身体イメージが再構築さ
れ、運動機能や疼痛の改善に寄与することがわかっている。我
々はこれまでの研究で、MR課題の実施によって脊髄前角細胞
の興奮性が増大することを明らかにした。しかしながら、MR
課題の正答率と脊髄前角細胞の興奮性の関係性についてはわか
っていない。本研究では、MR課題の正答率と脊髄前角細胞の
興奮性の関係性についてF波を用いて検討した。
【方法】
対象は、研究内容について説明し同意を得た20～30歳代の右
利きの健常者10名とした。MR課題は、回転して提示される手
部の写真の左右側を判別するものとした。手部の写真は、左右
の手掌・手背が0° 、90° 、180° 、270° 回転している写真 (
計16パターン)を用い、16回のMR課題を1試行として5試行実
施し、各試行の正答率を算出した。F波は、安静時と各試行中
に測定した。F波の刺激条件は、刺激部位を右正中神経 (手関節
部)、刺激強度を最大上刺激 (最大M波の120%)、刺激の持続時
間を0.2ms、刺激回数を16回とした。F波の記録条件は、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上、
接地電極を右前腕部とした。F波の分析項目は振幅F/M比とし
た。安静時の振幅F/M比を1としたときの各試行の振幅F/M比
の相対値を求め、各試行のMR課題の正答率との相関関係につ
いて統計学的に検討した。
【結果】
各試行におけるMR課題の正答率と振幅F/M比の相対値の相関
関係について、１試行目、２試行目では有意な相関を示さず、
3試行目、4試行目、5試行目で有意な正の相関を示した。
【考察】
結果より、MR課題の試行回数を重ねるとMR課題の正答率と脊
髄前角細胞の興奮性の間には正の相関が生じるようになること
が示唆された。先行研究ではMR課題を繰り返し行うと運動皮
質、被殻後部などの運動関連脳領域が賦活することが報告され
ている(Berneiser, et al. 2016)。本研究において、MR課題の試
行回数をある程度重ねることで運動関連脳領域が賦活し、脊髄
へ向かう下降性線維を介して脊髄前角細胞の興奮性が増大する
可能性があるが、同時に正答率に依存して変化するようになる
ことが示唆された。
【結語】
MR課題では、提示された身体画像の部位をイメージすること
でその部位に対応する脊髄前角細胞の興奮性が増大する可能性
があるが、試行を重ねることで正答率の影響を受けるようにな
ることがわかった。
【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
:810)の承認を得て実施した。
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筋収縮後増強発生時における肘関節周囲筋の動
態

ポスター発表3

筋力調整能力へのランダム練習の有効性につい
て

○石井 智也 1)，笹田 周作 2)，小宮山 伴与志 3)
1) 日本保健医療大学 保健医療学部
2) 相模女子大学 短期大学部
3) 千葉大学 教育学部

○笠原 敏史，衛 雨亭，江 林京，千葉 愛未，
石田 知也，寒川 美奈，遠山 晴一
北海道大学 保健科学研究院リハビリテーション科学分野

【目的】筋力訓練は一定の負荷または漸増負荷を用いて最大筋
力の向上を目標に行われているが，日常生活では最大下での筋
力調節能力が重要である．本研究は筋力訓練時の練習スケジュ
ールに着目し，筋力調整能力への保持効果や他の動作への効果
を明らかにすることを目的とした．仮説として，ランダム練習
は筋力訓練においてブロック練習に比べて保持効果があり，他
の動作にも有効であるとした．
【方法】参加者は健常大学生20名 (平均24.5歳)．ウォーミング
アップ後，利き足側の足関節底屈筋群の視覚誘導型力追跡課題
を用いて筋力調節能力の訓練を行った．ブロック練習は最大随
意収縮時の筋力20%を一定速度 (0.5Hz)で反復し，ランダム練
習は同じ振幅で0.2，0.5，1.0Hzの速さをランダム順で行った．
両練習とも9回を1セットとし，休息を入れて9セット実施した．
筋力調整能力は目標と実際に出力された力との根二乗平均誤差
(RMSE)を計算し，さらに片脚立位時の足圧中心 (COP)の軌跡
を計測した．再テストは一週間後に行った．統計解析は反復測
定2元配置分散分析 (2群× 3時間)を用い，事後検定にボンフェ
ローニ検定を行った．有意水準は0.05未満とした．
【結果】RMSEに有意な相互作用はみられなかったが，時間の
有意な主効果を認めた (F =26.676, p <0.001)．その後の検定
では，1週間後のランダム練習群のRMSEがブロック練習群より
も有意に低値を示していた (p=0.044)．片脚立位時のCOPの総
軌跡⾧および左右の軌跡⾧に有意な差を認めなかったが，ラン
ダム練習群にのみ練習前と1週間後の前後の軌跡⾧に有意な差
を認めた (p=0.032)．
【考察】過去研究では，ブロック練習は即時効果を得やすく，
ランダム練習は保持効果を得やすいことが報告されている．本
研究はランダム練習の保持効果を示す結果となった．ランダム
練習はブロック練習に比べて文脈干渉が大きく，1回ごとに課
題遂行のためのAction planを再構成する必要があるため運動記
憶をより強固にする可能性がある．本研究の結果から運動学習
に基づく練習スケジュールが筋力訓練においても有効に作用し，
目的に応じて練習スケジュールを考慮することにより筋力訓練
のさらなる効果が期待できる．
【結語】筋力訓練におけるランダム練習の筋力調整能力への有
効性が明らかとなった．
【倫理的配慮】所属機関の倫理委員会の承認を得ており (承認
番号21-61)，参加者に書面で十分な説明を行い，同意を得た後
に実験に参加した．

【目的】Suzukiら (1988)は最大随意筋収縮 (MVC)2%の微細な
力発揮(試験収縮)後に比較的大きな力発揮(条件収縮)を行うと、
その後、試験収縮時の上腕二頭筋の筋電図量が増大することを
報告し、この現象を筋収縮後増強と呼んだ。しかし、肘関節屈
曲課題における主動作筋、共同筋、拮抗筋を含めた筋群におい
て、試験収縮強度の違いによる筋収縮後増強がどの様な動態と
なるか不明である。本研究では、肘関節周囲筋群を対象として、
試験収縮強度の違いによって、筋収縮後増強がどの様な影響を
及ぼすか検討した。
【方法】健常成人16名を対象とした。運動課題は等尺性の肘関
節屈曲とした。被験者は最大随意筋収縮 (MVC)時の2%、10%、
または20%強度のいずれかの試験収縮 (Test 1)に続いて、
50%MVC強度の条件収縮を行い、再びTest 1と同じ強度の試験
収縮 (Test 2)を行う様に教示された。筋電図は双極表面誘導法
により右上腕二頭筋、右腕橈骨筋、右上腕三頭筋から導出した。
【結果】上腕二頭筋では、試験収縮強度が2%MVCの場合、
Test1に比べTest 2において有意な筋電図量の増大、また試験
収縮強度が20%MVCの場合、Test1に比べTest2において有意
な筋電図量の減少が観察された。腕橈骨筋、上腕三頭筋では試
験収縮強度に関係なくTest1に比べTest2において筋電図量の減
少が観察された。
【考察】条件収縮後、上腕二頭筋では増強効果が見られたが、
腕橈骨筋、上腕三頭筋では異なる動態がみられた。上腕二頭筋
では、異なるレベルの試験収縮に参画する運動単位の種類や活
動頻度、さらに活動している運動単位の同期化が条件収縮によ
って修飾を受けることが示唆された。腕橈骨筋、上腕三頭筋で
は条件収縮後、上腕二頭筋とは異なる神経調節が行われている
可能性が示唆された。
【結語】上腕二頭筋における試験収縮強度は筋収縮後増強の効
果を規定する重要な因子である。腕橈骨筋、上腕三頭筋では条
件収縮後、試験収縮強度に関わらず筋電図量は低下した。
【倫理的配慮、説明と同意】本申請で行う研究内容は事前に発
表者が所属する施設の研究倫理委員会 (承認番号:P2105)で審
査され、承認済みである。実験に参加される被験者には事前に
実験内容について説明を行い、ヘルシンキ宣言に従い、インフ
ォームドコンセントを得てから実験を行った。また、文部科学
省、厚生労働省の「人を対象とする医学系研究に関する倫理指
針」に基づいて、プライバシー保護の対策、安全の管理のもと
実験を行った。
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体幹肢位の違いが足関節背屈直前のヒラメ筋の
中枢神経系制御動態に及ぼす影響の検討

ポスター発表3

一側の振動刺激は対側の脊髄前角細胞の興奮性
を抑制する

○高木 武蔵 1,2)，菅原 憲一 3)
1) 神奈川県立保健福祉大学大学院 保健福祉学研究科
2) イムス横浜東戸塚総合リハビリテーション病院 リハビリ
テーション科
3) 神奈川県立保健福祉大学 リハビリテーション学科

○久納 健太 1,2)，竹中 孝博 3)，木村 大介 4)，
鈴木 俊明 2)
1) 医療法人和光会山田病院 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
3) 平成医療短期大学 リハビリテーション学科
4) 関西医療大学 保健医療学部 作業療法学科

【目的】
我々は前回学会にて健常者の端座位における足関節背屈時の足
関節底屈筋H波の振幅が体幹肢位によって異なることを報告し
た。この振幅の変化時の中枢神経系制御動態を調査し、内反尖
足に対する体幹肢位の影響を検討することを目的に本研究を実
施した。
【方法】
対象は健常者9名(男性4名、25.5± 1.43歳)。端座位での体幹屈
曲位と伸展位の両肢位をそれぞれ設定した。各肢位において反
応音に対して素早く足関節を背屈する反応時間課題を実施させ、
課題中の前脛骨筋が活動する直前の時間帯で膝窩での電気刺激
によるヒラメ筋のH波および経頭蓋磁気刺激によるMEPを測定
し、それぞれ安静時に記録した値で除しH波およびMEPコント
ロール比を算出した。具体的な測定のタイミングは、反応音か
ら50ms、80ms、110ms後の3パターンで各10回ずつの計測を
行った。測定後、前脛骨筋が活動を開始するまでの反応時間を
オフラインにて分析し、その反応時間に対して電気刺激および
磁気刺激が先行した時間について、150ms、125ms、100ms、
75ms、50msの時間の前後12.5秒ごとの各区間 (bin)にまとめ
た。それぞれの時間帯毎に各コントロール比をまとめた上で、
同時間帯における体幹屈曲位と伸展位の測定値を対応のないt
検定およびウィルコクソンの順位和検定で比較した。
【結果】
前脛骨筋活動開始125ms前の区間にて、ヒラメ筋のH波および
MEPのコントロール比は共に体幹屈曲位と比較して伸展位で有
意に低値を示した (各p<0.05)。その他の比較においては有意差
は認められなかった。
【考察】
足関節背屈筋の活動が生じる直前に拮抗筋であるヒラメ筋のH
波が抑制される現象は、脊髄より上位の中枢によって脊髄反射
が制御されたことに起因すると報告されている。本研究では、
この上位中枢に起因すると考えられる前脛骨筋活動開始125ms
前の区間の抑制が体幹肢位によって変化した。このことから、
端座位における体幹屈曲位と伸展位では脊髄より上位の中枢神
経系による脊髄反射の抑制動態が変化していることが推察され
た。また、この区間のMEPの低値が示されていることから、中
枢神経系において抑制動態が優位となって生じた可能性があり、
今後抑制回路のメカニズムの検証が必要であることが示唆され
た。
【結語】
端座位において、前脛骨筋が活動を開始する125ms前のヒラメ
筋のH波は、体幹屈曲位と比較し伸展位で有意に低値を示し、
その際のMEPも同様に低値を示した。これらのことから、体幹
伸展位を随意的に取ることによりヒラメ筋に対する抑制性制御
が優位にな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:
保大第5-21-24)の承認を得て実施した。書面にて対象者に研究
の目的や方法を説明し、同意書への署名により同意を得た。

【目的】筋緊張抑制を目的に，筋緊張が亢進している筋の対側
同名筋に振動刺激を与える方法がある(Jackson et al，2000)．
この方法は，罹患側の運動を妨げない利点がある一方で，一側
の筋への振動刺激中に対側同名筋の筋緊張への影響を示した報
告は散見される程度である．そこで，本研究は，一側の筋への
振動刺激中に対側同名筋の筋緊張への影響を，筋緊張評価に定
評のあるF波用いて検討した．
【方法】対象は健常者14名(年齢26± 3.0歳)とした．測定は，
椅子座位にて，左短母指外転筋への刺激前と15秒間の刺激中の
Ｆ波を右短母指外転筋から導出した．振動刺激条件では，圧の
重さを400gに調整，刺激の周波数は80Hz，振幅は0.4mmに設
定し，左短母指外転筋の筋腹へ15秒間連続的に与えた．圧刺激
条件では，圧の重さを400gに調整，左短母指外転筋の筋腹を
刺激した．なお，振動刺激と圧刺激には，筋肉・腱振動刺激装
置MGV-1000-F(内田電子社製)を用いた．安静条件では，安静
時の2時点のF波を導出した．F波記録条件は，刺激部位を正中
神経，刺激頻度を2Hz，刺激持続時間を0.2ms、最小振幅基準
は30μ V，波形分析項目は振幅F/M比，出現頻度とした．統計
学的検討は，Shapiro-Wilk検定にて正規性を認めなかったため，
振動刺激条件と圧刺激条件と安静条件の3要因，刺激前と刺激
中の2水準を固定効果とする一般化線形混合モデルで１次交互
作用と2次交互作用を確認，さらに，主効果をWilcoxonの符号
付順位検定にて確認した．
【結果】振幅F/M比では，2次交互作用を認めた(p=0.002)．さ
らに，圧刺激条件-振動刺激条件(p=0.002)，安静条件-振動刺激
条件(p=0.017)で1次交互作用を認めた．また，主効果では，振
動刺激条件(p=0.001)で刺激中において有意に低下した．一方，
出現頻度においても2次交互作用を認めた(p=0.010)．1次交互
作用においては圧刺激条件-振動刺激条件で認めた(p=0.002)．
また，主効果では，振動刺激条件(p=0.016)で刺激中において
有意に低下した．
【考察】一側の皮膚感覚は，対側脊髄前角細胞の興奮性に影響
を与えず(Delwaide et al，1991)，圧刺激も同様の結果を示し
たものと考えられる．一方，一側の振動刺激は，対側同名筋の
脊髄前角細胞の興奮性を抑制し，振幅F/M比と出現頻度の値が
低下した．一側の振動刺激は，Ia線維を介して感覚が伝達され
(Gail，1966)，また，一側のIa線維を介した感覚は脊髄内で交
連介在ニューロンを介し，対側同名筋の筋緊張を抑制すると報
告されている(Stubbs，2010 Mrachaoz-kersting，2017)．これ
らと同様のことが振動刺激でも確認されたと考えられる．
【結語】周波数80Hz，振幅0.4mm，圧力400gの振動刺激を左
短母指外転筋の筋腹上に15秒間与えることで，振動刺激中に右
短母指外転筋から導出したF波の出現頻度，振幅F/M比の値が
低下することが示された．
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は，筆頭演者の所属機関の
研究倫理審査委員会の承認を得ている．
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脊柱の可動性が自律神経および心理的ストレス
に与える影響

ポスター発表3

運動で骨格筋の脂肪を制御する ―高齢者骨格筋
トランスクリプトームメタ解析によるシステム
生物学アプローチ―

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

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

【目的】
自律神経は, 内分泌・代謝系, 免疫系, 消化器系などの機能を調
節し, 身体が運動ストレスに適応するために重要な役割を担っ
ている. また人体には「心身相関」と呼ばれる現象があり, 身体
と心は密接に関係しているとされている. 心理的ストレスによ
り交感神経活動は賦活され, 呼吸は浅く速くなる. 交感神経活動
の高い状態が持続すると呼吸補助筋の慢性的な筋緊張の亢進を
招き, 体幹の可動域を低下させる可能性がある. 以上のことから
, 脊柱可動域と自律神経および心理的ストレス尺度との関係に
着目し, 脊柱の可動域向上が与える影響について検討した.
【方法】
対象は, 一般公募で同意が得られた健常成人22名とした. 対象者
は, 脊柱運動群と肩甲帯運動群にランダムに分類し, 1回5分間の
運動を1週間に3回以上, 1ヶ月間介入した. 測定項目は, 胸椎屈
曲可動域, 自律神経均衡度, 心理的ストレス反応尺度 (以下
SRS-18)とし, 一重盲検法にて実施した. 統計解析は, 介入前の各
群の基本属性について対応のないt検定を用いて比較した. 効果
判定は, 分割プロットデザインによる分散分析を用い, 群と時間
(介入前後)の2要因の交互作用が認められた項目のみ事後検定
(Bonferroni法)を行った. SRS-18の下位項目と椎屈曲可動域およ
び自律神経均衡度の関連性を Spearman の順位相関係数を用い
て算出した. 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. 分散分析の結果, 胸椎屈曲可動域, 自律神経均衡度,
SRS-18のすべての測定項目において交互作用が認められた. 胸
椎屈曲可動域は, 脊柱運動群において介入前と比較して介入後
に有意な増加がみられた. 群間では, 肩甲帯運動群と比較して脊
柱運動群で介入後に有意な向上を認めた. 自律神経均衡度は, 脊
柱運動群において介入前と比較して介入後に有意に交感神経の
値が減少した. 群間を比較すると, 介入後において脊柱運動群は
肩甲帯運動群に比べ有意な交感神経の低下を認めた. SRS-18の
「無気力」と胸椎屈曲可動域および自律神経均衡度は有意な相
関関係を認め, 脊柱運動群において介入前と比較して介入後に
有意な低下がみられた. 脊柱運動群は, 肩甲帯運動群と比較して
介入後に無気力感の有意な減少を認めた.
【考察】
脊柱の運動は, 胸椎の屈曲可動域を向上させ, 交感神経活動を抑
制することが明らかとなった. さらに, 脊柱の運動は心理的スト
レス尺度の「無気力」を軽減することが示唆された. 脊柱の運
動により脊柱の可動域が向上し体性神経系の求心性信号が減弱
したためと考える. また交感神経活動が抑制されたことで, 心
理的ストレス尺度にも影響が現れたと考えられる.
【結語】
脊柱の運動は,交感神経の活動を抑制し, 心理的ストレス尺度の
「無気力」を軽減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】
加齢や加齢性疾患に伴い、骨格筋内に脂肪が蓄積する。蓄積し
た脂肪は骨格筋の機能低下を引き起こすだけでなく、脂肪細胞
から遊離されるアディポカインを介して、遠隔臓器の代謝障害
をもたらす。2021年に報告されたメタアナリシスでは、エク
ササイズは慢性疾患患者の骨格筋内脂肪を減らすと結論づけて
おり、エクササイズを治療介入として用いる理学療法に期待が
寄せられている。では、骨格筋の質を最大化させる理学療法介
入を確立するためには、どうしたらよいか。我々は、エクササ
イズによる骨格筋内脂肪の分子制御機構の理解が第1歩との認
識の下、システム生物学的視点からの解決を試みている。本研
究では、高齢者の骨格筋トランスクリプトームのメタデータを
用い、不動やエクササイズによる骨格筋内脂肪の分子制御を探
求する。
【方法】
ヒト骨格筋のトランスクリプトームに関するデータベース
MetaMExより、65歳以上の高齢者を対象とした不動前後 (2デ
ータセット、計18名)とレジスタンス運動前後 (5データセット、
計36名)に変動する遺伝子発現データを取得した。次に、不動
やレジスタンス運動による骨格筋内の分子挙動が、骨格筋内脂
肪組織や間葉系前駆細胞の脂肪分化と関連するか調べるため、
GSEAソフトウェアを用いた遺伝子セットエンリッチメント解
析を行った。解析には、ウェブ上で公開されている骨格筋内脂
肪や脂肪分化に関連する遺伝子セットの他、GSEAより取得し
たPDGFR-alpha＋間葉系前駆細胞のmicroRNA-206ノックアウ
ト後 (脂肪分化促進遺伝子群)の遺伝子リードカウントデータに
対し、RソフトウェアのDEseqを用いて独自に定義した脂肪分
化に係る遺伝子セットを使用した。
【結果
】不動とレジスタンス運動は骨格筋内脂肪関連遺伝子群を有意
かつ相反する方向に変動させた (p<0.001)。この結果は、間葉
系前駆細胞の脂肪分化に係る遺伝子群を解析対象とした場合で
も同様であった。最後に、骨格筋内脂肪の蓄積に直接的に関与
するとされるPDGFR-alpha＋間葉系前駆細胞の脂肪分化促進遺
伝子群を解析対象とした場合でも、不動とレジスタンス運動は
これらの遺伝子群を有意かつ相反する方向に変動させた
(p<0.001)。
【考察】
本研究では、不動やエクササイズによる骨格筋内脂肪の分子制
御をゲノムワイドに探求した。骨格筋内の脂肪蓄積は間葉系前
駆細胞、特にPDGFR-alpha＋間葉系前駆細胞の脂肪分化亢進に
起因するとされているが、本研究の結果より、不動やレジスタ
ンス運動はこれらの脂肪分化を相反する方向に制御することで、
骨格筋の脂肪量を増減させる可能性がある。
【結語】不動やレジスタンス運動は、骨格筋内の間葉系前駆細
胞の脂肪分化関連遺伝子群を相反する方向に制御した。
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究は公開データを使用しているため、該当しない。
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高強度間欠的運動は実験的自己免疫性筋炎マウ
スの筋持久力を改善する

オーバートレーニングによる筋機能障害のメカ
ニズム

【目的】
特発性炎症性筋疾患 (IIM)では筋力低下と共に易疲労性が認め
られ，日常生活が制限される．一方，従来，病態を悪化させる
可能性があるとして敬遠されてきた高強度の運動が，安全に
IIMの筋機能を改善することが報告されている．そこで本研究
では，高強度間欠的運動 (HIIT)に着目し，IIMモデルである実
験的自己免疫性筋炎 (EAM)マウスにおいてその効果を検討した．
【方法】
8週齢のBALB/c系雌性マウスを対照 (CNT)群，EAM群，EAMに
HIITを負荷するEAM+HIIT群に分けた．EAMマウスは，ラット
ミオシンとフロイント完全アジュバントを含む混合物を１週間
おきに３回投与することで作成した．HIITは，麻酔下にて神経
筋電気刺激 (最大上刺激，100 Hz，0.25 s刺激・0.25 s休息，
60収縮6セット，セット間休息4分)を用い， EAM 惹起後2日に
1回の頻度で4週間あるいは単回，足関節底屈筋に対し負荷した．
【結果】
EAM群では筋持久力の低下が，クエン酸合成酵素およびシトク
ロムcオキシダーゼ活性の低下と小胞体 (ER)ストレスタンパク
質 (Grp78，Grp94，PERK)の増加を伴っていた．一方，4週間
のHIITは，EAMに伴うこれらの変化をすべて改善するとともに，
ミトコンドリア生合成の主要な制御因子であるPGC-1α および
ミトコンドリア呼吸鎖複合体I，III，IVの発現量を増大させた．
さらに，EAM筋では，単回のHIITによってPGC-1α の転写制御
因子 (AMPK，ACC，p38 MAPK)のリン酸化が生じた．
【考察】
IIM患者では，薬理学的に炎症を抑制しても筋機能が改善しな
いことから，非炎症性の要因として，ERストレスを引き金とし
たミトコンドリア機能障害が注目されている．この考えを支持
するように，本研究においても，EAMマウスの筋持久力の低下
が，ERストレスの増大とミトコンドリア酵素活性の低下を伴っ
ていた．一方，驚くべきことに，4週間のHIITは，EAMマウス
の骨格筋におけるこれらの変化をすべて改善した．先行研究に
おいて，HIITがミトコンドリア機能を向上させるメカニズムに
は，PGC-1α が重要な役割を果たすことが示されている．さら
に，PGC-1α の転写制御因子の一つであるAMPKの活性化は，
ERストレスを抑制することが示されている．したがって，HIIT
によるPGC-1α 発現経路の活性化が，ミトコンドリア機能を正
常化することで，EAMにおける筋持久力低下を改善したと考え
られる．
【結語】
HIITは，ERストレスによるミトコンドリア機能障害を改善する
とともに，ミトコンドリア生合成を促進することで，IIM患者
の筋持久力を安全に改善する可能性が示唆された．
【倫理的配慮、説明と同意】
本研究におけるすべての実験は，札幌医科大学動物実験委員会
の承認を受け (承認番号:18-030)施設が定める規則に則り遂
行した．

【目的】オーバートレーニング症候群 (OTS)は，過度の運動と
不十分な休息により発症し，骨格筋の⾧期的な機能低下を特徴
とする．OTSは，特に競技者において高い頻度で発症するが，
筋機能障害の病態機序は明らかにされておらず，その対策も十
分に講じられていない．そこで本研究では，ラットにおいて，
協働筋切除法 (SA)による代償性負荷モデルを作成し，慢性的な
過負荷が収縮機能に及ぼす影響を検討した．
【方法】12-14週齢のWistar系雄性ラットの左後肢をSA群とし，
麻酔下にて下腿三頭筋のうち腓腹筋とヒラメ筋の遠位約1/3を
外科的に切除した．2週間後に，足底筋を採取し生理学的・生
化学的分析に供した．
【結果】SA群では，筋重量および筋線維径が顕著に増大した．
一方，スキンドファイバーにおける脱分極誘発性張力ならびに
最大Ca2+誘発性張力が著しく低下した．また，それはマクロフ
ァージ (CD68，CD206)，小胞体ストレスタンパク (Grp78，
Grp94，PDI)，ユビキチン化タンパク，脂質過酸化物 (4-HNE)
陽性タンパクの増加と，興奮収縮連関タンパク (DHPR，RyR，
JP1，STAC3)の減少を伴っていた．
【考察】OTSによる筋機能低下のメカニズムを解明し，その対
策を立案するためには，実験動物モデルを用いた検討が求めら
れる．SAは，筋肥大モデルとして広く用いられているが，ヒト
骨格筋の肥大適応に比べ，短期間で急激な筋肥大をもたらすこ
と，また，炎症反応を伴うことが示されており，生理学的な範
疇を逸脱したOTSモデルとして利用できる可能性がある．その
考えを裏付けるように，本研究において，SA後の筋では，急激
な筋肥大が引き起こされる一方，収縮機能の障害が生じること
が示された．さらに，SAに伴う収縮機能の低下は，炎症反応あ
るいは小胞体ストレスによる酸化ストレスを引き金とした，興
奮収縮連関ならびに筋原線維タンパクの分解や酸化的修飾によ
り誘導されることが示唆された．
【結語】OTSにおける骨格筋の機能障害は，興奮収縮連関不全
および筋原線維の機能低下を伴い，そのメカニズムには，炎症
/ERストレスを引き金とした酸化ストレスの上昇およびそれに
伴う筋タンパク質の退行性変化が関与すると考えられる．
【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:21-104)の承認を得て実施
した．

○内藤 雷 1)，山内 菜緒 1)，徳田 奈央 1)，
木村 伊織 1)，芦田 雪 1,2)，檜森 弘一 2,3)，
山田 崇史 1)
1) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科
2) 日本学術振興会 特別研究員
3) 名古屋市立大学大学院 理学研究科

○徳田 奈央 1)，渡邊 大輝 2)，内藤 雷 1)，
山内 菜緒 1)，木村 伊織 1)，芦田 雪 1, 3)，
山田 崇史 1)
1) 札幌医科大学大学院 保健医療学研究科
2) 国立循環器病研究センター 研究所
3) 日本学術振興会 特別研究員
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繰り返し起こる血圧低下による脳酸素化ヘモグ
ロビンの変化

ポスター発表3

肩峰軌道解析による肩甲帯機能評価の開発 ―固
定方法の違いによる体幹回旋代償運動の影響―

○松橋 日和 1)，秦 偉翔 3)，堀田 一樹 4)，
井上 達朗 1,2)，田宮 創 2)，池上 諒 2)，高見澤 怜 1)，
一杉 直樹 1)，椿 淳裕 1,2)
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) Wuhan Sixth Hospital and Affiliated Hospital of
Jianghan University Department of rehabilitation medicine
4) 北里大学大学院 医療系研究科

○千田 悠人，村上 賢一，藤澤 宏幸
東北文化学園大学 健康社会システム研究科

【目的】
肩甲帯は、上肢の円滑な運動を行う際に重要な役割を担ってい
る。現在、臨床で用いられている肩の動的評価法にて肩甲帯の
みを課題とした評価方法は存在しない。そこで、我々は肩甲帯
の直線運動を課題とした評価法を考案し、固定なし条件が最も
簡便かつ適切な方法である可能性を報告した。ただし、先行研
究では体幹回旋の代償運動の検討していなかったため、本研究
では体幹回旋の代償運動を計測し、適切な固定方法を再検討す
ることを目的とした。
【方法】
対象は肩関節疾患の既往がない若年健常男性2名、女性5名 (身
⾧:165.2± 7.1cm、体重:59.4± 11.5 kg、年齢:20± 2歳)と
した。運動課題は座位姿勢にて肩甲帯の屈伸運動とした。運動
周期はメトロノームを使用し1Hzで行った。運動教示は「でき
るだけ大きく滑らかに前後に動かしてください」とした。体幹
および非測定肢の肩甲帯の固定条件を、①固定なし、②徒手固
定、③ベルト固定の3種類とした。測定肢はボールを投げる側
とした。使用機器には三次元解析装置を用い、サンプリング周
波数は250 Hzとした。反射マーカーは肩峰と胸骨切痕、第7頚
椎棘突起に貼付した。計測は各条件につき10周期測定した。デ
ータ解析は中間5周期分を用い、軌道幅、関節運動範囲、胸鎖
関節部の変動量、体幹回旋の平均値と標準偏差を算出した。統
計解析は、各固定条件にて反復測定分散分析を行い、事後検定
はHolm法を用いた。なお、統計学的有意水準は危険率5 %未満
とした。
【結果】
屈伸運動における条件毎の軌道幅は①12.2± 3.2 cm、②10.0±
2.7 cm、③12.3± 2.5 cm、関節運動範囲は①31± 8度、②26
± 6度、③30± 7度、胸鎖関節部の変動量は①0.8± 0.3 cm、②
0.8± 0.5 cm、③0.9± 0.4 cm、体幹回旋は①13± 5度、②12±
6度、③12± 4度であった。各固定条件による比較では、どの
条件も主効果を認めなかった。
【考察】
本研究では、どの条件間においても有意な差を認めなかった。
そのため、臨床での簡便性を考えると1人の検者で測定するこ
とができる固定なし条件が最も適している可能性が示唆された。
ただし、機能障害を有する場合には徒手固定を考慮する必要が
ある。
【結語】
肩甲帯屈曲伸展の直線運動を課題とした動的評価法の固定方法
を再検討した。固定方法は、①固定なし②徒手固定③ベルト固
定の3条件で行い、アウトカムは軌道幅、関節運動範囲、胸鎖
関節部の変動量、体幹回旋を算出した。本結果では、各条件に
有意な差は認めなかった。そのため、先行研究同様、簡便に行
える固定なし条件が適切な固定方法であ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について書面及び口頭にて説明した後、
書面にて参加の同意を得た。なお、本研究は発表者が所属する
施設の研究倫理委員会 (承認番号;文大倫第21-10号)の承諾を
得て実施した。

【目的】負荷量が繰り返し変動するインターバル運動は，負荷
量の変化に伴い血圧の変動も生じる．運動の有無に関わらず繰
り返し血圧が変動した場合の脳血流の変化を検証することは，
脳のリスク管理に活かすことができる．本研究は，運動を伴わ
ずに血圧低下を2回生じさせ，血圧の変動に脳血流がどう反応
するか，血圧および脳血流の変化量に違いが生じるかを検証す
ることである．
【方法】健康な大学生21名 (男性12名，女性9名)を対象とした．
対象者は静穏な実験室内に設置したリカンベント型のシートに
座り，左右両大腿部に駆血用のカフを巻き，安静を指示した．
250mmHgの圧をカフに加え、5分間駆血した後，カフ圧を解
放することで，血圧低下を生じさせる操作を2回繰り返した．1
回目の駆血解放から2回目の駆血開始までには5分間の安静を設
けた．この間，近赤外イメージング装置 (LABNIRS，島津製作
所)により左右前頭前野 (L-PFC，R-PFC)の酸素化ヘモグロビン
(O2Hb)，を経時的に計測し，beat by beatで非観血的に平均血
圧 (MAP)を測定した． MAP，L-PFCおよびR-PFCのO2Hbいず
れも，駆血解放直前30秒の平均値と解放後の最低値との差を変
化量とし，対応のあるt検定により解放1回目と2回目の変化量
を比較した．また，MAPとO2Hbの変化量の相関関係の強さを
L-PFCおよびR-PFCで確認した．
【結果】駆血解放により，MAP，L-PFCおよびR-PFCのO2Hbは
駆血解放直前30秒の平均値に比べ，解放後の最低値は有意に低
かった (いずれもp<0.05)．その低下幅はMAPで1回目31.7±
6.4 mmHg，2回目31.3± 6.4 mmHgで，有意な差はなかった
(p=0.82)．L-PFCおよびR-PFCのO2Hbは駆血解放により低下し
たが，いずれの領域も1回目と2回目との間に有意な差はなかっ
た (L-PFC:1回目 0.1820± 0.0717 M･ cm，2回目0.1874±
0.0775mM･ cm，p=0.43，R-PFC:1回目0.1882± 0.0555mM
･ cm，2回目0.1924± 0.0632mM･ cm，p=0.61)．MAPと
O2Hbの変化量の相関関係について，L-PFCでは弱い正の相関
が認められ (r=0.36，p<0.05)，R-PFCでは相関関係は認められ
なかった (r=-0.02，p=0.90)．
【考察】脳には血流の自動調節能があり，MAPが70～
150mmHgの範囲では脳血流は変わらないとされる．本研究で
一過性のMAP低下は31.3～31.7mmHgであったにもかかわら
ず，L-PFCおよびR-PFCのO2Hbは有意に低下したことから，
O2Hbの変動は血圧変動の影響を受け，特にL-PFCでこの影響
が強いことが考えられる．また2回の血圧低下の間にMAPおよ
びO2Hbの変動には変化がなかったことは，2回の血圧低下の
反応は同等であることが考えられた．
【結語】繰り返し起こる血圧低下により前頭前野の脳血流は繰
り返し低下する．
【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:18649-210618)の承認を得て実
施した．また対象者には口頭および文書による説明をし，文書
による同意を得た．
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マーカレスモーションキャプチャを用いた2ステ
ップテスト動作の動作分析における信頼性の検
討

ポスター発表3

Open Poseを用いた立ち上がり・着座動作におけ
る関節角度の測定精度 ―三次元モーションキャ
プチャとの比較―

○小野 伊風生 1)，進矢 正宏 2)，田中 亮 2)，
吉本 航平 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
2) 広島大学大学院 人間社会科学研究科

○野池 貫志 1,2)，井ノ上 真白 ３)，野嶌 一平 １)
1) 信州大学 医学系研究科保健学専攻理学療法学領域
2) 北アルプス医療センターあづみ病院 リハビリテーション
科
3) 信州大学 医学部保健学科理学療法学専攻

【目的】
動作分析においては，光学式3次元動作解析システムが一般的
であるが，臨床現場で使用することは容易ではない．一方，マ
ーカレスモーションキャプチャシステム(以下，MLS)は，比較
的低コストで大規模なセットアップが不要なため，臨床現場で
容易に使用できる．本研究では，2ステップテスト中の運動学
データを光学式3次元動作解析システムとMLSで取得し比較す
ることで，2ステップテストの動作分析におけるMLSの信頼性
を調査し，臨床現場への応用の一助とすることを目的とした．
【方法】
対象は健常若年男性7名(平均21.9 ± 0.7 [歳] )とし，課題動作
は右足からの2ステップテスト動作とした．運動学データは3次
元動作解析システム(Vicon Motion Systems社)とMicrosoft
Kinect v2センサー(Microsoft社)を用いて取得した．取得した運
動学データから矢状面関節角度(股関節，膝関節)を算出し，そ
こからピーク値を抽出した．両システム間の一致性は
Bland-Altman分析を用いて評価した．ピーク値の差 (Vicon Kinect v2)から，その平均値(以下，d )と95％信頼区間を算
出して加算誤差の有無を調べ， Bland-Altman plotからは
Pearsonの相関係数を算出して比例誤差の有無を調べた．なお
有意水準は5%とした．
【結果】
関節角度ピーク値は右股関節，左股関節，右膝関節からそれぞ
れ2つずつ，左膝関節から1つを抽出した．そのうち加算誤差は
すべてのピーク値で，比例誤差は4つのピーク値で認められた．
その時のd はすべて正の値であり，左膝関節と左股関節の
1stピーク，右膝関節と右股関節の2ndピークにおいてはd >5
° であった．
【考察】
加算誤差の結果とd の値から，Kinect v2から得られた下肢関
節角度のピーク値は，Viconと比較して小さく算出される傾向
がみられた．このことより，Kinect v2を用いて2ステップテス
ト動作の関節角度を算出する場合は，グラフ全体を正の方向へ
と平行移動させるなど，誤差を最小限にする修正を加えること
を検討する必要がある．また関節角度において，臨床現場で許
容される誤差は5° 未満とされているが，4つのピーク値におい
てd >5° であった．対象者は右足から動作を開始しているた
め，その4つのピーク値はカメラの視点において奥側に位置し
ていた．このことからKinect v2はカメラの視点において，追跡
対象となる関節が奥側に位置する場合は，追跡精度が低下する
可能性がある．
【結語】
Kinect v2は下肢関節角度のピーク値をともに小さく算出する傾
向があり，グラフ全体を正の方向へと平行移動させるなどの修
正を加えることを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
:E-467号)の承認を得て実施した．

【目的】立ち上がりや着座動作は日常生活において必要不可欠
であり，その動作の質を客観的に判定する上で，動作中の関節
角度を定量的に評価することは重要である。従来，このような
評価には三次元動作解析装置が用いられてきたが，複数のマー
カーや高性能カメラを必要とし，測定に手間とコストがかかる
ため臨床現場では利用しにくいという欠点がある。一方、深層
学習技術によって動画情報から対象者の関節位置情報を算出す
ることができるOpen Pose (以下，OP)を利用することで，マー
カーや特別な測定環境を必要とせず，低コストかつ簡便に関節
角度の解析が可能となることが期待される。そこで本研究では，
OP利用のための基礎実験として，立ち上がりテストを対象動
作とし，三次元モーションキャプチャシステム(以下，3MC)と
OPの関節角度の測定結果を比較し，OPの測定精度の検証を行
った。
【方法】対象者は健常若年者9名(男性5名，女性4名，平均年齢
21.5± 0.53歳，平均身⾧167.1± 8.2cm)とし，動作評価を
3MC (Motive2.X，OptiTrack製カメラ4台)と，smartphone1台
を用いて行った。運動課題は5回立ち上がりテストとし，対象
者は高さ40cmの椅子から両手を胸の前で組んだ状態で課題を
行った。解析対象は体幹，股関節，膝関節，足関節角度とした。
3MC用の反射マーカーの位置は，右側の肩峰，大転子，膝関節
外側裂隙中央，外果，第五中足骨頭の計5か所とした。OPの解
析に用いる動画の撮影は，対象者の右側面から3MCの測定と同
時に行い，どちらもサンプリング周波数は120Hzとした。測定
精度の指標は平均絶対誤差 (以下，MAE)と相互相関 (以下，
Xcor)とした。
【結果】体幹角度はMAE 3.35± 1.25(° ), Xcor 0.985± 0.008，
股関節角度はMAE 4.82± 1.83(° ), Xcor 0.9956± 0.006，膝関
節角度はMAE 5.09± 1.47(° ), Xcor 0.9978± 0.0014，足関節
はMAE 15.45± 4.25(° ), Xcor 0.9963± 0.0028であり，足関節
のみMAEが大きくなった。
【考察】Xcorは全対象関節角度で高い相関があり、関節角度の
変化を示す波形はOPと3MCで類似したと考えられる。また，
体幹，股関節，膝関節角度のMAEはそれぞれ3～5° と高い精度
を示したが，足関節は15.45° と大きな誤差を認めた。先行研
究では3MCの試行間の関節角度の誤差は4° 未満とする報告も
あり，OPにおける体幹，股関節，膝関節角度の計測は高い精
度で測定可能であることが考えられた。一方で足関節について
は誤差が大きく， これは歩行を対象とした先行研究でも同様
の結果であったことから，OPによる計測の限界である可能性
がある。
【結語】OpenPoseを用いた立ち上がり・着座動作における関
節角度の測定精度は体幹，股関節，膝関節角度において高く，
実用的な測定方法となり得る。
【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。
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スマートフォンの水準器を用いた胸腰椎の弯曲
角測定－性差に着目した妥当性の検証－

ポスター発表3

体重負荷による足部変位とSkin Movement
Artifact

○宮沢 有希子 1,2)，庭田 幸治 1)，牧野 美里 2)，
高見 彰淑 2)
1) 東北メディカル学院 理学療法学科
2) 弘前大学大学院 保健学研究科総合リハビリテーション科
学領域

○佐藤 俊彦，福井 勉
文京学院大学 保健医療技術学部

【目的】体重負荷による足部変位は，膝，股関節の動きや負担
に影響する．また，足底板や靴，装具のフィッティングを左右
すると考えられている．その変位は微細なため，Artifactを考
慮する必要がある．今回体重負荷による足部の変位とSkin
movement artifact(Sma)を明らかにすることを目的とした．
【方法】健常成人31名(男性15名，女性16名)の左足を対象と
した．足部形状計測は３Dフットスキャナー(INFOOT, I-Ware
Laboratory社製)を使用し，基本データを出力した．足部の三
次元座標データはFile Converter (I-Ware Laboratory社製)を使
用し，出力した．本測定装置ではランドマークシール(シール)
と体表面を計測基準とする．シールは，内果最突点(内果点)，
外果最突点(外果点)，舟状骨最下端点(舟状骨点)，第一中足骨
頭の最内側点(MT点)，第二中足骨頭，第五中足骨頭の最外側点
(MF点)の6点に同一検者が貼付し，出力した．体表面はかかと
点、足背高点，足囲最高点の3点を出力した．かかと点と床面
を原点とし，足軸をX軸と一致させた．シール貼付肢位と測定
肢位は，①座位でシール貼付し，計測②座位でシール貼付し，
立位で計測③立位でシール貼付し，計測の3通りとした．①と
③の違いを足部変位，②と③の違いを足部Smaとした．足部デ
ータの違いは正規性の有無に応じて対応のあるt検定またはウ
ィルコクソンの符号付き順位検定を用いて分析した．データの
正規性は，Shapiro-Wilk検定を使用し，有意水準はすべて5％
未満とした．
【結果】足部基本データでは，座位と比べ立位で足⾧，足囲，
足幅，踵幅，踵部角度(外反＋)が有意に大きく，第五趾角(内反
＋)が有意に小さかった．足部の三次元座標データでは，足部
変位は座位と比べ立位でかかと点が下方へ，内果点が前内下方
へ，外果点が前内下方へ，舟状骨点が内下方へ，MT点が前内
下方へ，第二中足骨頭が前下方へ，足背高点が前内下方へ，足
囲最高点が前下方へ有意な変位を示した．足部Smaは，シール
を貼付し直した後と比べ，内果点が後上方に，外果点が後上方
に，第二中足骨頭が後内上方にシールが位置しており，有意な
Smaを示した．
【考察】足部基本データは山崎らの報告と一致し，足部の変位
について大窪らの報告に加えて，内外果の変位が明らかとなっ
た．足部のSmaは皮膚の可動性が大きい部位を示したと考える．
左足のみであり，測定肢位を目視でしか確認できないことは考
慮する必要がある．
【結語】足部のマルチセグメントモデルのSmaによる誤差を考
慮し，膝，股関節の動き，負担を検討する必要がある．また，
足底板，靴，装具のフィッティングや足部評価には，体重負荷
による足部変位を三次元で考慮する必要がある．
【倫理的配慮、説明と同意】被験者に対して本研究の趣旨を説
明し，文書にて同意を得た．本研究は東京医科大学倫理審査委
員会(T2019-0261)，文京学院大学倫理審査委員会
(2018-0011)の承認を受けた．

【目的】不良姿勢に伴う動作障害や腰痛を改善するには、胸椎
・腰椎の弯曲の評価が重要であることが報告されている。しか
し臨床での定量的な評価法は未だ確立されていない。これまで
にデジタル傾斜計を用いた胸椎弯曲角測定が試みられているが、
報告による測定部位の違いや、対象者が男女どちらかに限られ
ているなどの理由から、臨床応用での妥当性は十分に検証され
ていない。そこで本研究では、デジタル傾斜計よりも汎用性と
普及率の高いスマートフォンを用いて、男女別に胸椎および腰
椎の弯曲角度を測定する事とした。測定値の信頼性が報告され
ているSpinal Mouse(以下SM)による測定値との関連を調べ、ス
マートフォンによる測定値の男女別の妥当性を検討する事を目
的とした。
【方法】対象は28名 (男性14名、女性14名、平均年齢21.9±
0.57歳、ＢＭＩは男性25.0± 4.0、女性21.9± 2.4)で、測定姿
勢は座高の最も高いUplight座位とした。スマートフォン
(iphone SE2)の短辺を①C7-Th1･ Th12-L1③L4-5の各棘突起間
に当て、水準器機能(以下、水準器)を使ってそれらが水平線と
なす角度を測定した。胸椎弯曲角は①マイナス･ 、腰椎弯曲角
は･ マイナス③として算出した。検者2名が1人の対象者につき
5回ずつ測定し、それらの平均値を測定値とした。SMでは
Th1/Th2～Th12/L1までの累計を胸椎弯曲角、Th12/L1～
L4/L5までの累計を腰椎弯曲角として算出した。水準器とSMと
で得られたデータ間の相関分析を行い、有意水準5％未満で妥
当性を検証した。
【結果】胸椎後弯角の測定値は、男性は水準器30.9± 6.5度、
SM31.6± 4.6度、女性は水準器35.3± 6.6度、SM36.4± 8.1度
であった。相関係数は、男性0.76、女性0.92といずれも高い相
関が認められた。腰椎前弯角の測定値は、男性は水準器3.8±
5.4度、SM2.4± 6.0度、女性は水準器8.1± 6.7度、SM8.6± 7.0
度であった。相関係数は、女性は0.77と高かった一方、男性は
0.43 (P＝0.12)となり、有意な相関が認められなかった。
【考察】水準器による胸椎の弯曲角測定はＳＭの測定値との高
い相関が認められ、その妥当性が示された。しかし腰椎では、
女性には高い相関が認められたが、男性には相関が認められな
かった。その要因として、男性の方が腰椎弯曲角が小さく、か
つBMIが高い事が挙げられる。水準器で体表面の角度を測定す
る際、BMIが大きいほど軟部組織による表面形状変化が大きく、
測定値に影響したと考えられる。また弯曲角が小さいほど水準
器で算出した測定値とSM測定値との差の割合が大きくなると
考えられる。
【結語】スマートフォンを用いた男女の胸椎と女性腰椎の弯曲
角測定値には妥当性がある。
【倫理的配慮、説明と同意】本研究は、弘前大学大学院保健学
研究科倫理委員会 (承認番号:2021-023)の承認を得て実施し
た。
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