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1-1 脊髄損傷者の歩行リハビリテーション法の構築 

 

 

交通事故や転落などで一度脊髄を損傷すると, 多くは歩行機能に重篤な障害を負う. 

近年, 脊髄損傷者の歩行リハビリテーション法として, トレッドミル上で体重の一部を

免荷して行う「免荷式トレッドミル歩行トレーニング」 (図 1 , Body Weight Supported 

Treadmill Training; 以下, BWSTT) が注目されている (Wickelgren, 1998). この方法

は, 1980 年代以降の四足動物を用いた研究実績にその理論的基盤がある. Rossignol ら

は , 上位中枢と脊髄間の連絡が完全に遮断された慢性期の脊髄ネコの歩行機能が

BWSTT により劇的に改善することを示した (Barbeau et al., 1987). また, その後, 

Hodgson らは, 歩行中に喚起される体性感覚を繰り返し脊髄に付加することが歩行機

能の回復において重要であることを示した (Hodgson et al., 1994). さらに, Takeoka

らは, 筋紡錘の転写因子 (Egr3) のノックアウトマウスを用いた研究で, 筋紡錘由来の

体性感覚が, 脊髄損傷後のマウスの歩行機能の回復および脊髄神経回路の再組織化に

重要であることを示した (Takeoka et al., 2014). 一方, ヒトの場合, 脊髄損傷者におい

ては, 今のところ, 四足動物で見られるほどの劇的な機能回復は認められていない. そ

の原因は, 未だ解明されていないが, 直立二足歩行と四足歩行間の神経制御の違いが一

因として考えられる. したがって, BWSTT の理論構築には, 四足動物を用いた検証に

加えて, 実際にヒトを対象とした検証が必要不可欠である. しかし, 現在のところ, そ

の検証は十分になされておらず, 四足動物の BWSTT の回復効果において重要となる

体性感覚が, ヒト脊髄に対して, どのような神経結合及び効果 (抑制/促通) を有するか

は未だに不明である. この点を解明できれば, 脊髄損傷者のための科学的根拠に立脚し

た歩行リハビリテーション法の構築につながると考えられる. そこで, 本博士論文では, 

「脊髄損傷者の歩行機能を効率的に再建することを目的とした新たなリハビリテーシ

ョン方法を確立すること」を最終的な目的とし, 「歩行中の体性感覚が脊髄神経回路興

奮性に及ぼす影響」を明らかにすることを目的とした.  
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図 1. BWSTT の実際の様子 

BWSTTとは, 免荷装置を用いて体重を部分免荷した状態でセラピストあるいはロボッ

トによって下肢の運動を補助しながら行う歩行トレーニング法のことである. 写真は

本研究で使用した免荷式動力型歩行補助装置 (Lokomat®, Hocoma 社, Switzerland) を

用いた BWSTT の実際の様子である.  
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1-2 本論文の概要 

 

 

本研究は, 「歩行中の体性感覚が脊髄神経回路興奮性に及ぼす影響」を明らかにする

ことを目的とした. この目的を達成するために, 通常歩行に極めて近い運動を正確に再

現可能な免荷式動力型歩行補助装置 Lokomat® (Hocoma 社, Swizerland) と非侵襲的

な脊髄反射法を組み合わせて用い, ヒト歩行中の体性感覚が脊髄反射回路興奮性に及

ぼす影響について詳細に検討した.  

 

 

第 2 章 研究小史では, 動物およびヒトの歩行関連脊髄神経回路網に関する先行研究を

示した後, 歩行時の体性感覚がヒトの脊髄神経回路に及ぼす影響について, Hoffmann

反射法 (H 反射法) を用いて検討した先行研究を中心にまとめ, 不明な点を明らかにし

た.  

 

 

第 3 章 研究仮説では, 研究小史を基に, 4 つの研究仮説を立てた.  

 

 

第 4 章 研究課題の設定では, 前章の 4 つの研究仮説をもとに 5 つ研究課題を設定した.  

 

 

第 5 章 各研究課題の内容では, 第 4 章で設定した 5 つ研究課題の実験結果を示した.  

 

 

第 6 章 総合考察では, 第 5 章で示した実験結果から, 歩行時の脊髄神経回路興奮性を

修飾する末梢機序について考察した. また, リハビリテーションへの応用についても考

察した.  

 

 

第 7 章 結論では, 本研究の結論を簡潔にまとめた.  
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2-1 歩行に関わる脊髄神経回路－動物を対象とした研究－ 

 

 

直立二足歩行は, ヒトが行う最も基本的な運動の一つである. 四足歩行に比べ, 直立

二足歩行は高位置の身体重心の移動を狭い支持基底面で制御しなければならないため, 

極めて高度な運動である. しかし, ヒトは歩くこと, それ自体に特別な注意を向けるこ

となく行い, また物理的な環境の変化に対して素早く適応することができる. その神経

制御には, 大脳皮質などの高次の中枢というよりも, むしろ, 小脳, 脳幹や脊髄などの

皮質下の神経機構が中心的にその役割を担うとされている. 中でも, 脊髄は各肢, 各関

節の交代性の律動的な筋出力を発生させる中枢パターン発生器 (central pattern 

generator; 以下, CPG) を有する. CPG は脳幹などにある歩行誘発野からの下行性指

令によって駆動され (高草木, 2007), 歩行をはじめとする様々な律動的な運動に関与

していると考えられている.  

歩行に関わる脊髄神経機構の研究は, 1900 年代初頭の Sherrington の研究から始ま

った. Sherrington はネコの脳と脊髄を離断し脳からの下行性指令がない状況下でネコ

の脚部に律動的な活動が生じることを報告した. 彼はその律動的活動が脊髄反射の連

続的な活動によって生じると考えた (連鎖反射説). しかし, その後の Graham Brown

らの実験でその仮説は否定された. 彼は, 脊髄ネコの後根を離断し, 後根から脊髄内に

流入する感覚入力を完全に遮断した場合でも, 律動的な筋収縮が残存することを示し

た. このことから, 律動的な収縮が感覚入力によって生じるとする連鎖反射説を否定

し, 脊髄自身に律動的な活動を生成する機構が存在することを示した. そして, 彼は, 

屈筋と伸筋の活動が相互に抑制するハーフセンター仮説を提唱した. しかし, Graham 

Brown が用いた方法は, 後根を離断することで, 運動に伴う一過性の感覚入力のみな

らず, 持続的な感覚入力も遮断してしまい, 著しく脊髄介在ニューロンおよび運動ニュ

ーロンの興奮性が低下してしまう欠点があった. その後, クラーレと呼ばれる薬品を用

いて神経筋接合部のシナプス伝達を遮断し筋活動を阻害する動物実験モデル (仮想の

移動, fictive locomotion) が考案された. それにより, 筋活動による一過性の感覚入力

が生じないようにした上で, 持続的な感覚入力を残存させる脊髄動物モデルの作成に

成功した. この方法によって, 下行性指令及び末梢感覚入力がない状況下でも, 屈筋と

伸筋の律動的な脊髄運動ニューロンの活動が生じることが明らかとなった. 
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2-2 歩行に関わる脊髄神経回路－ヒトを対象とした研究－ 

 

 

ヒトを対象とした研究では, 動物実験で使われるような実験手法を用いることは倫

理上不可能なため, 直接的な証拠を得ることは基本的に難しい. しかし, 近年の脊髄損

傷者から得られた知見, 硬膜外刺激を用いた実験, 健常者を対象とした非侵襲的脊髄刺

激法を用いた実験結果は, ヒトにおいても CPG が存在することの間接的な証拠であ

る.  

 

脊髄損傷者から得られた知見 

Calancie らは, 慢性期の不全頸髄損傷者に関する報告の中で, 背臥位で股関節を伸

展位にした場合に, 下肢に不随意の律動的な運動が生じることを報告し, これが CPG

からの出力によるものと主張した (Calancie et al., 1994). Dietz らは, 完全対麻痺の脊

髄損傷者の下肢を受動的に動かすことで, 歩行に類似した筋活動が生じることを報告

し, CPG の活動によるものとした (Dietz et al., 1994). その後の研究で, この歩行に類

似した筋活動が歩行速度 (Beres-Jones et al., 2004) や荷重量 (Harkema et al., 1997; 

Dietz et al., 2002) に依存することが示された. これらの結果は, CPG などの脊髄神経

回路網に, 歩行中に喚起される体性感覚情報を解釈し, 出力を変化させる機能があるこ

とを示唆した.  

 

硬膜外刺激を用いた実験 

Dimitrijevic らは, 完全脊髄損傷者の硬膜外に留置された電極を使い, 第 2 腰髄レベ

ルへ特定の電圧及び周波数 (5～9V, 25～65Hz) で電気刺激を行った結果, 下肢の屈筋

と伸筋の相反的な律動的活動を観察した (Dimitrijevic et al., 1998). さらに, Danner

らは, 近年, 硬膜外刺激によって生じる律動的筋活動に対して, 筋シナジー解析を行っ

た. その結果は, 脊髄内に律動的筋活動を構成する複数の神経モジュールが存在するこ

とを示唆するものであった (Danner et al., 2015).  

 

健常者を対象とした非侵襲的脊髄刺激法を用いた実験 

ヒト CPG の知見の大部分は, 上位中枢との連絡が遮断された完全脊髄損傷者から得

られたものである. しかし, 脊髄損傷者の脊髄は, 損傷後解剖学的な変性が生じている

可能性が考えられ. ヒトの正常な脊髄の機能・構造とは異なる. そのため, 無傷 

(intact) な脊髄を対象とした検証が必要となる. 近年, Gerasimenko らは, 健常成人を

対象に, 重力の影響を最小限にした実験条件で, 腰膨大部付近に対して一定の強度及び

周波数の磁気刺激を与えることで歩行様の運動を誘発可能であることを報告した 

(Gerasimenko et al., 2010). また, 経皮的脊髄電気刺激を用いた研究においても同様
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な結果が得られている (Gorodnichev et al., 2012; Gerasimenko et al., 2015). これら

の結果も, 脊髄内に歩行様の運動を生み出す神経ネットワークが存在することの間接

的な証拠である.   

これらの一連の結果は, ヒト脊髄にも, 律動的な神経活動を生じさせる CPG が存在

し, 脊髄神経回路が四足歩行と同様に, 二足歩行の運動生成においても重要な役割を果

たしていることを示唆する. したがって, ヒト脊髄の構造と機能の解明は他の動物と同

様に, 歩行神経制御メカニズムを探る上においても極めて重要である. しかし, ヒトで

は, 破壊実験などの侵襲的な手法で脊髄神経回路の構造と機能に迫ることは倫理上不

可能なため, 非侵襲的な電気生理学的手法を用いて, 脊髄神経回路の活動を捉える必要

がある.  
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2-3 Hoffmann (H-) 反射法について 

 

 

従来, ヒトを対象として脊髄神経回路の構造と機能を調べるために, 電気生理学的手

法が用いられてきた. Hoffmann は, 1900 年代初頭, ヒラメ筋の支配神経である後脛骨

神経を経皮的に電気刺激した際に, ヒラメ筋に同期した反射応答がみられることを発

表した. 1951 年, Magladery らは, この反射の潜時が, 単シナプスの潜時と一致してい

ることを見出し, 発見者の名にちなみ, Hoffmann (H-) 反射法と名付けた. その後, H

反射法はヒトを対象とした運動制御の研究や診断において主要なツールとなっている. 

図 2A は H 反射経路の模式図を表している. 記録筋を支配する混合神経を電気刺激す

ると, Ia 感覚神経および運動神経が興奮し, 上行した Ia インパルスにより, α運動ニ

ューロンが興奮し, 筋が収縮する (H 反射). 一方で, 運動神経の興奮により脊髄を介さ

ずに下行したインパルスは直接, 筋を収縮させる (M 波). 誘発された H 反射と M 波

は, 表面筋電図によって取得し, 評価可能である (図 2B). H 反射の大きさは, α運動

ニューロン自体の興奮性や Ia 終末におけるシナプス伝達特性の影響を受け, 総じて運

動ニューロンプールの興奮性を反映する. 一方で, M 波は神経に対する経皮的電気刺激

の刺激効果が一定であるかの確認手段として用いられることが多い. 図 2C は, H 反射

と M 波の動員曲線を示している. 徐々に電気刺激の強度を上げていくと, 最初に低閾

値の Ia 線維が興奮し H 反射が誘発される. その後, H 反射振幅値は徐々に大きくなる

が, M 波が出現した時点で H 反射の振幅が減少し始める. さらに刺激強度を上げてい

くと, 最終的に H 反射は完全に消失する. これは, 運動軸索を逆行したインパルスと

Ia 線維を上行し, 脊髄を介したインパルスが衝突することによって生じる現象で, 衝

突現象と言われている. 実験では, H 反射振幅が刺激強度の増加に伴って上昇している

区間である. 最大 M 波振幅の 10%程度の M 波が誘発される強度が用いられることが

多い. 本論文の研究課題 1-3 では電気生理学的手法の中でも, H 反射法を用いて, 歩行

の神経制御において主要な役割をなす脊髄神経回路に焦点を絞って研究を行った. 次

に, ヒト歩行中の脊髄神経回路興奮性動態について H 反射法を用いて調べた研究を示

す. 
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図 2. H 反射の説明 

A: H 反射経路の模式図. 感覚神経と運動神経の混合神経に対して電気刺激を与えると

低閾値の大径の感覚神経（筋紡錘の Ia 感覚線維) が興奮し, Ia インパルスが脊髄に向

って上行し, α運動ニューロンに対して興奮性にシナプスし, 筋を収縮させる. この反

射応答は表面筋電図で取得し評価可能である (図は, Zehr et al., 2002 を基に作成). 

B: 表面筋電図によって記録された M 波と H 波. 波形は後脛骨神経刺激によって誘発

されたヒラメ筋の M 波と H 波である. (図は, 著者らの実験データ) 

C: H反射動員曲線. 刺激強度を徐々に上げた際の M 波とH 反射の振幅値の変化を示し

ている. (図は, 著者らの実験データ)  
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2-4 通常歩行中のヒラメ筋 H 反射回路の興奮性変化 

 

 

ヒラメ筋 H 反射の課題依存性 

ヒト歩行中の H 反射の興奮性動態について, 初期に示したのは 1980 年代後半の

Capaday と Stein の研究であった (Capaday and Stein, 1986, 1987). 彼らは, 歩行時

のヒラメ筋 H 反射の振幅値が立位に比べて減少することを見出し, 課題依存的な変化

が生じることを示した. その機序を探るため, H 反射の振幅値と背景筋活動量の 2 変数

の直線回帰式を立て, その傾きから Ia 終末におけるシナプス前抑制を評価した. その

傾きが, 立位に比べて歩行時で小さくなることから単純に筋活動レベル, つまりシナプ

ス後の変化ではなくシナプス前の機序が関与していると考えた (Morin et al., 1982; 

Capaday and Stein., 1986).  

 

ヒラメ筋 H 反射の位相依存性 

さらに Capaday と Stein は, 歩行中の H 反射の振幅値が立脚相で大きく, 遊脚相で

小さくなることを発見し H 反射が位相依存的に変化することを示した (Capaday and 

Stein, 1987). 少し遅れをとる形となったが, イタリアの Crenna らも,ヒラメ筋 H 反

射の位相依存的変化を示した (Crenna and Frigo, 1987).  

 

このような歩行における課題依存性や位相依存性のメカニズムに関しては, 現在の

ところ, ①歩行に伴って生じる体性感覚情報に由来するか, ②上位中枢からの下行性指

令に由来するものかは研究者間で統一した見解が得られていない (Komiyama, 2010). 
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2-5 体性感覚がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響 

 

 

ペダリング (自転車漕ぎ) 運動課題を用いた知見 

通常歩行中の体性感覚の影響を調べるためには, 体性感覚による影響と上位中枢か

らの下行性指令の影響を実験的に分離する必要がある. この問題を解決するための 1

つの方法として, 被検者に全身を脱力させた状況で, 被検者の脚を受動的に動かす受動

運動課題が挙げられる. この課題を用いることで, 上位中枢からの下行性指令の影響を

最小限にした状況下で体性感覚のみの影響を調べることが可能とされている. しかし, 

これまで歩行中の運動を正確に再現することは技術的に困難とされ, 方法論上の限界

があった. そのため, Brooke らが中心となり, より単純化した受動ペダリング (自転車

漕ぎ) 運動課題を用いて検討されてきた. 彼らは, この課題を用いて, 自らの力で能動

的に自転車を漕ぐ能動ペダリング運動中に生じる H 反射の位相依存的な変化 (Broke 

et al., 1992) が, 受動ペダリング運動中においても生じることを示し, その機序として

下肢のペダリング運動に伴う体性感覚によるものと考えた (McIlroy et al., 1992). そ

の後, Brooke らは, H 反射興奮性変調に関わる体性感覚がどの感覚受容器から生じ, ど

のような神経経路を介しているのか, より詳細なメカニズムを検討した (Brooke et 

al., 1997).  

 

H 反射変調に関わる感覚受容器 

まず, McIlroy らは左右それぞれの股関節, 膝関節の単関節運動中に H 反射を計測す

ることでどの関節運動がどの程度 H 反射の抑制に貢献しているかを調べた. その結果, 

H 反射の抑制に同側 (H 反射の記録側) の膝関節と股関節周囲の感覚受容器が関与し

ていることを類推した. さらに, Misiaszek らは, ペントバルビタール・ナトリウムの

投与による麻酔下のイヌを用いて, 膝関節の受動運動に伴う H 反射の抑制に, 大腿四

頭筋の筋のメカノレセプターが関与していることを示した. この結果は, ヒトにおける

受動ペダリング中の H 反射の抑制に筋紡錘が関与していることを示唆した 

(Misiaszek et al., 1995). 次に, Cheng らは, ヒトを対象に, 大腿四頭筋の腱 (膝蓋腱) 

へ打腱を行い, 大腿四頭筋の筋紡錘由来の感覚入力が H 反射に及ぼす影響について調

べた. 彼らは, 以下の 3 つの仮説を持っていた. ①受動運動中の H 反射の抑制が大腿

四頭筋の Ia 線維の発火によるならば, 打腱によって H 反射が抑制される. ②受動運動

中の H 反射の抑制が脊髄内のメカニズムによるならば, 打腱から 60ms 以内に抑制が

起こると考えられる. ③受動運動中の H 反射の抑制に Ia 終末のシナプス前抑制が関与

しているならば, 抑制が少なくとも 100ms 以上続くはずである. Cheng らの実験結果

は, これらの 3 つ仮説を支持し, 大腿四頭筋の筋紡錘 Ia 入力が脊髄内でヒラメ筋 H 反
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射経路の Ia 線維のシナプス前終末に対して抑制性入力を与えていることを示唆した 

(Cheng et al., 1995).  

H 反射変調に関わる神経経路 

Brooke らは, その後の研究で, 受動ペダリング中の H 反射の抑制メカニズムが, 脊

髄内にあるのか, 上位中枢にあるのかさらに確かめるために 2 つの実験を実施した. １

つ目の実験では, 健常成人を対象に, 静止状態からペダリング運動を開始し, 運動開始

時点から 250 ms の間で H 反射を誘発したところ, 運動開始から 50 ms 以降, 有意な

抑制がみられた. 皮質を介する場合, 最短で 60 ms の時間を要することを踏まえて, 脊

髄内の多シナプス回路を介して抑制しているものと考えた. 2 つ目の実験では, 脳と脊

髄間の連絡が絶たれた 5 名の完全脊髄損傷者を対象に受動ペダリング中の H 反射を測

定した. その結果, H 反射を誘発できた 3 名においては, 受動ペダリング (同側, 対側) 

によって, H 反射が抑制された (安静時の振幅値に比べ, 39％減少). 彼らは, この 2 つ

の実験から, 受動ペダリング中の H 反射の抑制メカニズムが, 脊髄内にあると結論付

けた (Brooke et al., 1995). しかしながら, 臨床的完全損傷と診断されても, 一部の下

行路が残存している可能性や, 慢性期の場合, 損傷後に解剖学的変性が生じている可能

性が考えられその点が研究の限界として挙げられた. その翌年, Misiaszek らは, 動物

モデル (イヌ) を用いて, H 反射の抑制機序が脊髄内の神経回路にあることをより明確

に示した. その研究は 2 つの実験で構成されており, 1 つ目はペントバルビタール・ナ

トリウムの投与による麻酔下のイヌ, 2 つ目は急性期の脊髄損傷動物モデル (イヌ) を

対象として, 同側または対側脚の受動運動中に第二骨間筋から H 反射を誘発, 記録し

た. すると, 麻酔下のイヌおよび急性期の脊髄損傷動物モデルにおいて, H 反射がコン

トロール条件に比べ, 全位相で抑制されることが明らかとなった. これらの結果は, 受

動運動中の H 反射の抑制メカニズムが脊髄内の神経回路にあることを示していた 

(Misiaszek et al., 1996). Brooke らは, 一連の研究結果からヒト歩行中の H 反射の課

題・位相依存性に関するメカニズムに, 主に大腿四頭筋の筋紡錘由来の体性感覚によ

る脊髄内の神経回路を介した Ia 線維終末のシナプス前抑制が関与しているものと結論

付けた.  

一方で, Brooke らの主張を否定した研究として, Garret らおよび Schneider らの研

究がある. Garret らの研究では, Brooke らが重要であると主張した大腿四頭筋の筋紡

錘由来の感覚情報を低減させるために, 膝関節を装具で固定した歩行課題を設定した. 

その歩行課題においても, 通常歩行と同様に H 反射に位相依存的変化が生じたため, 

遊脚相における H 反射の抑制には大腿四頭筋の Ia 求心性活動由来のシナプス前抑制

とは別の機序を考えた (Garret et al., 1999). 次に, Schneider らは, Garret らと同様

に膝関節を固定した歩行においても H 反射が位相依存的に変化することや通常歩行中

の股関節および膝関節の角度変位とは関係なく, H 反射が変調することを示した. さら

に, H 反射抑制のタイミングが前脛骨筋の活動前に生じることから, 上位中枢によって
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予測的に相反抑制の機序が働いていると主張した (Schneider et al., 2000). ヒト歩行

中の脊髄反射興奮性変調メカニズムについては, 上記のように対立した見解がある. そ

れに加え, 歩行時の体性感覚を調べるために Brooke らが用いた受動ペダリング課題

は, 姿勢や運動パターンが直立二足歩行と大きく異なるため, ペダリングで得られた知

見が, 歩行にどの程度, 適用できるのかは不明である. そのため, より歩行に類似した

受動運動を用いて検証する必要がある.  

近年, 脊髄損傷者の歩行トレーニングのための免荷式動力型歩行補助装置 Lokomat®

の登場により, 歩行に極めて近い運動を正確に再現できるようになった (図 3). この装

置の両側の股関節と膝関節部分には, アクチュエータが搭載されており, 事前に設定し

た関節可動域 (°), 速度 (km/h) で, 通常歩行に類似した動作パターンを課すことが可

能である. また体重免荷装置も付いており, 部分免荷あるいは, 完全免荷することが可

能である. 本論文では, 「通常歩行」と「Lokomat®により課される歩行様の運動」を

明確に区別するために, 後者の Lokomat®により課される運動のことをステッピング

と定義し, 使用する. 図 3 は, 完全免荷でのステッピング運動の様子である. この装置

の利用により, 通常歩行により類似した体性感覚を再現することができるようになっ

たため, 下行性指令の影響を最小限にした状況下で歩行時の脊髄神経回路興奮性を修

飾する末梢機序について調べることが可能となった (Kamibayashi et al., 2010; 

Nakajima et al., 2012). Kamibayashi らは, 被検者に全身をリラックスさせた状態で

Lokomat®を用い下肢を歩行様に動かす課題, いわゆる受動ステッピング課題中のヒラ

メ筋 H 反射興奮性変化について調べた (Kamibayashi et al., 2010). その結果, 通常歩

行 (Capday and Stein, 1986, 1987) と同様に, H 反射の課題および歩行位相に依存し

た変化が生じた. 具体的には, 受動立位課題に比べて受動ステッピング課題中の H 反

射振幅は小さく, 受動ステッピング課題中の遊脚期の H 反射の振幅値は, 立脚期と比

較して小さかった. この結果は, 通常歩行時の H 反射の課題・位相依存的変調に, 歩

行時の体性感覚が大きく関与していることを示唆していた. 加えて, 通常歩行時に駆動

する神経回路の活動を, 体性感覚の付加のみで惹起可能であることを示唆していた. こ

の知見はヒトに対する BWSTT の理論的根拠を支え得る重要な知見であった. ただし, 

歩行時の体性感覚が H 反射興奮性を変調させるメカニズムの詳細については, 不明な

ままであり, 今後の更なる検討が必要である. .  
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図 3. Lokomat®による受動ステッピング課題の様子 

完全免荷での受動ステッピング課題の様子を示している. 被検者の足底部は床面から

10cm 程度浮いている. 

 

 

 

 

  



20 

 

 

  

第 3 章 研究仮説 



21 

 

本博士論文では, 「ヒト歩行中の体性感覚情報が脊髄神経回路興奮性に及ぼす影

響」について, その詳細なメカニズムを調べるために, 以下の仮説を設定し検証を試み

た. 

 

 

研究仮説 1 の設定 

Kamibayashi らは, 受動ステッピング課題中に生じるヒラメ筋 H 反射の抑制が, 完

全免荷での受動ステッピング中においても生じることを報告した (Kamibayashi et 

al., 2010). このことから, 荷重に関連した体性感覚よりもむしろ脚の運動に伴う体性

感覚が, 受動ステッピング中のヒラメ筋 H 反射の抑制に主に関与していると考えられ

る. また, ペダリング運動を用いた研究においては, 受動ペダリング速度が速いほどヒ

ラメ筋 H 反射の振幅が減少することが分かっている. これらの結果から, H 反射の抑

制に, 筋紡錘由来の感覚入力を主とした下肢の運動に伴う体性感覚が関与している可

能性が考えられる. これが正しければ, 完全免荷での受動ステッピングの速度を増加さ

せた場合においても, ヒラメ筋 H 反射の振幅が減少するはずである.  

 

 

研究仮説 2 の設定 

完全免荷での受動ステッピングの速度に依存して, ヒラメ筋 H 反射が減少すること

が示された (Masugi et al., 2015). Kamibayashi ら (2010) の知見と合わせて考えると, 

下肢の股関節と膝関節運動に伴って生じる体性感覚がヒラメ筋 H 反射の抑制に主に関

与していることが示唆された. しかし, 受動ステッピング中のヒラメ筋 H 反射の抑制 

(Masugi et al., 2015) がどちらの脚の感覚入力によって生じているかは不明である. 通

常歩行中の H 反射を記録した研究によると, 同側脚のみの片脚の運動と両脚での歩行

中の H 反射の変化パターンが, 同一であることが示されている (Crenna and Frigo, 

1997). また, 受動ペダリング課題を用いた研究でも同側の片脚ペダリングの H 反射の

変化パターンと両脚ペダリングの変化パターンが同じであることが示されている 

(Brooke et al., 1994). これらの結果から, 同側脚の運動に伴う体性感覚が受動ステッピ

ング中のヒラメ筋 H 反射の抑制に主に関与していると考えられる. これが正しければ, 

完全免荷での同側脚の片脚受動ステッピングにより, 両脚での受動ステッピング時と

同程度の H 反射の抑制が生じるはずである. .  
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研究仮説 3 の設定 

研究課題 2 (第 5 章 2 節) より, 同側脚のステッピング運動によって生じる体性感覚

が受動ステッピング中のヒラメ筋 H 反射の抑制に主に関与し, 対側下肢からの交叉性

入力も関与することが示された. 同側および対側の片脚受動ステッピング課題中では

股関節と膝関節が周期的に動かされるが, 膝関節と股関節の運動によって生じる体性

感覚が, それぞれどの程度, 受動ステッピング中の H 反射の抑制に関与しているかは

不明である. 第 2 章 研究小史で示した通り, Brooke らの研究では, 膝関節の伸筋であ

る大腿四頭筋群の伸長が H 反射の抑制に関与しているとされているため (Cheng et 

al., 1995), おそらく膝関節や股関節運動に伴う体性感覚の影響が強いものと考えられ

る. これが正しければ受動ステッピング中の同側脚の膝関節または股関節の動きのみ

を分離させた場合においても H 反射が強く抑制されるものと考えられる.  

 

 

研究仮説 4 の設定 

これまでの研究から, 受動ステッピング中に生じる体性感覚によりヒラメ筋 H 反射

興奮性が抑制されることが明らかとなった (Kamibayashi et al., 2010; Masugi et al., 

2015). しかし, この H 反射の抑制がヒラメ筋に特異的に生じるのか, 歩行に関わる下

肢の筋全般に生じるのかは不明である. 近年, 下肢の多数の筋に同時に脊髄反射を誘発

する手法が開発された. その手法を用いた研究では, 通常歩行中にヒラメ筋以外の筋の

脊髄反射も位相依存的に変化することが報告されている (Courtine et al., 2007). また

その変化が, 上位中枢との連絡が絶たれた完全脊髄損傷者における徒手での介助歩行

中でも生じることが示されている (Dy et al., 2010). これらの結果を踏まえると, 受動

ステッピング中の脊髄反射の抑制はヒラメ筋以外の他の筋でも生じる可能性が考えら

れる. これが正しければ, 完全免荷での受動立位課題中に比べて, 受動ステッピング課

題中, 経皮的脊髄刺激によって誘発される脊髄反射の振幅値が, ヒラメ筋以外の下肢の

筋においても減少するはずである.  

 

 

これらの研究仮説を検証するために, 第 4 章に示す 5 つの研究課題を行った.  
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第 4 章 研究課題の設定 
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本研究では, 「ヒト歩行中の体性感覚情報が脊髄神経回路興奮性に及ぼす影響」を

明らかにすることを目的とした. この目的を達成するために, 歩行運動に類似した受動

ステッピング運動課題を用いて, 以下に示す 5 つ研究課題を設定した. 

 

1. 受動ステッピングの速度の違いがヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響 

 

2. 一側下肢からの体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響 

 

3. 下肢単関節運動由来の体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響 

 

4. 下肢複数筋に脊髄反射を誘発するための経皮的脊髄電気刺激法の確立 

－陰極・陽極刺激部位の検討－ 

 

5. ヒト歩行中の体性感覚情報が下肢複数筋の脊髄反射興奮性に及ぼす影響 

 

研究課題 5 を遂行するために, 研究課題 4 では, 経皮的脊髄電気刺激による脊髄反射

法を確立することを目的に実験を行った.  

  



25 

 

 

  

第 5 章 各研究課題の内容 
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5-1 受動ステッピング速度の違いがヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響 

 

 

5-1-1 目的 

 

 

ヒラメ筋 H 反射の興奮性が, 立位, 歩行や走行などの運動課題に応じて変調するこ

とが知られている. 具体的には, 歩行中のヒラメ筋 H 反射振幅は立位中に比べて減少

し, 走行中の H 反射は歩行中に比べて減少する (Capaday and Stein, 1986, 1987). こ

のような課題に依存したH反射の調節は, Ia終末のシナプス前抑制が, 重要なメカニズ

ムであると考えられている (Stein and Capaday, 1988) が, 歩行中の体性感覚が, どの

程度, この調節に関与しているかは依然として不明である. 

ヒト歩行中の体性感覚の影響を調べるために, これまで, 下肢受動運動, 特に受動ペ

ダリング (自転車漕ぎ) 運動課題が広く用いられてきた (McIlroy et al., 1992). この運

動課題を用いて, Brooke らは, H 反射の抑制がペダリング速度に依存して増大すること

を示した (McIlroy et al., 1992; Collins et al., 1993). しかし, ペダリングと歩行は, 運

動学的・運動力学的に大きく異なる. したがって, 歩行中の体性感覚の影響を調べるた

めには, より歩行に類似した受動運動課題で, 検討する必要がある. 

近年, 歩行中の体性感覚が H 反射興奮性に与える影響を調べるために, 免荷式動力

型歩行補助装置 Lokomat®  (第 2 章 図 3) による受動ステッピング課題が用いられて

きた (Kamibayashi et al., 2010; Nakajima et al., 2011). この装置を利用することで, 

直立姿勢を保持し, 歩行に類似したステッピング運動を課すことが可能である. そのた

め, 歩行中の上位中枢からの下行性指令の影響を最小限にした状況下で, 歩行中の体性

感覚の影響を調べるのに有用な方法と考えられている . この方法を利用して , 

Kamibayashi らは, ヒラメ筋の H 反射振幅が, 受動立位課題中に比べ, Lokomat®を使

った受動ステッピング課題中に減少することを報告した (Kamibayashi et al., 2010). 

この減少は, 荷重の有無に関わらず生じるので, 荷重に関連した体性感覚というよりも

むしろ下肢のステッピング運動に関連した体性感覚によるものと考えられた . 

Kamibayashi らと Brooke らの報告が正しければ, 受動ステッピング速度を上げるこ

とで, 運動に関連した体性感覚情報が増大するため. ヒラメ筋 H 反射振幅が速度の増

加に伴い減少すると考えられた. そこで, 本研究では, この仮説を検証するために, 受

動ステッピング速度がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響を調べた.  
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5-1-2 方法 

 

 

・被検者 

中枢神経疾患の既往歴のない健常成人男性 11 名 (年齢 28 ± 4.9 歳, 平均値 ± 標準偏

差) が, 本実験に参加した. すべての被検者は, 実験内容について事前に十分な説明を

受けた. 本研究は, 国立障害者リハビリテーションセンター研究所の倫理委員会によっ

て承認を受けている.  

 

・実験セットアップ 

歩行中の体性感覚を正確に再現するために, Lokomat®を使用した．実験前の準備とし

て, 被検者の下肢の筋腹上に筋電図の電極を貼付した後, 左右の下腿および大腿部を, 

Lokomat®に固定した. さらに, 被検者はハーネスを着用させられた. そして，被検者の

上方に位置する滑車を介して, 免荷装置とハーネスが接続された. 関節可動域は, 股関

節が 45° (屈曲 30°-伸展 15°), 膝関節が 60° (屈曲 60°-伸展 0°) に設定された. Lokomat®

は, 足関節の運動を制御することができないため, 股関節と膝関節の影響のみに着目し

た. そのため, 本実験では足関節運動の影響を統制するために, 金属支柱付き短下肢装

具を用いて両側の足関節が中間位に固定された. 測定中は, 免荷装置を用い, 被検者の

身体は上方に牽引され, 足底部が床に接触しないように 10cm 程度空中に浮かすことで, 

足底部からの荷重感覚情報の影響を統制した.  

 

・筋活動電位の計測 

表面電極 （素材：銀/塩化銀, 電極形状：円盤型, 直径：10 mm, F-150S, Nihon Kohden, 

Japan) の双極誘導法により, 右脚のヒラメ筋, 前脛骨筋, 大腿直筋, 大腿二頭筋から

表面筋電位信号を計測した. 電極は各筋の筋腹上に, 電極間距離 10 mm で貼付した. 

貼付部位の皮膚表面の電気抵抗を落とすために, 電極貼付前にアルコール綿で皮膚の

汚れをよく拭き取り, 専用のサンドペーパーを用いて皮膚表面の角質を落とした. 表面

筋電位信号を生体アンプ (MEG-6108, Nihon Kohden, Japan) により 1000 倍に増幅

し, バンドパスフィルタ (周波数帯域 15-3 kHz) を通した後, Lokomat®の両側の膝関

節および股関節に内蔵されているポテンショメータからの関節角度データとともに, 

サンプリングレート 5 kHz にて, A/D 変換 (Micro1401, Cambridge Electronic Design, 

UK) し, データ集録ソフトウェア (Spike 2, Cambridge Electronic Design, UK) を用

いて, パーソナルコンピュータに取り込んだ.  
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・ヒラメ筋 H 反射 

脊髄反射回路の興奮性を調べるために, H 反射法を用いた. H 反射は, 右側のヒラメ

筋から導出した. H 反射を誘発するために, 刺激電極の陰極 (素材：銀/塩化銀, 電極形

状：円盤型, 大きさ：10 mm, F-150S, Nihon Kohden, Japan) を膝窩部に, 陽極 (素材：

ステンレス網とジェル素材, 電極形状：四角型, 大きさ：50×50 mm) を膝蓋骨上に取り

付けて, 右脚の後脛骨神経に対して, 電気刺激装置 (SEN-7023, Nihon Kohden, Tokyo, 

Japan) を用いて, 矩形波パルス (1 ms 幅) 状の一定電圧刺激を与えた. 刺激の際に用

いたトリガーシグナルは, Lokomat®より, 1 周期に 1 回, 出力される. このトリガーシ

グナルをもとに各条件で同じ位相に刺激が入るように遅延時間を設けて刺激を行った. 

刺激間隔は 5 秒以上空けた (Pierrot-Deseilligny & Burke, 2005). 各条件 12 回ずつ H

反射を誘発した. 刺激強度は, M 波が各条件の最初に測定した最大上刺激により誘発し

た最大 M 波 (Mmax) の 10%になるように調整した. Mmax および H 反射は右脚立脚

中期のタイミングで誘発された. この位相で H 反射を誘発した理由は, 膝関節が伸展

しているため, 膝関節が屈曲している位相に比べて,刺激効率が良いためである. さら

に, 立脚中期の右脚の位置が, 空中受動立位条件とほぼ一致しているためである. これ

らの理由は, 異なる課題や実験条件で H 反射を記録する際, 最も配慮するべき点であ

ると考えた.  

 

・運動課題 

本研究では, 受動ステッピング速度の影響を調べるために, 5 つの異なるステッピン

グ速度（ストライド周波数; 14, 21, 28, 35 と 42 回/分) 条件下で, 空中受動ステッピ

ング課題を行った. また, 空中受動立位課題も行った. 被検者は, 測定中安静にするよ

うに指示された. 実験者は, コンピュータに映し出された下肢の筋電位信号を見て, 筋

活動がないことを確認しながら実験が行われた. 筋活動が出現した場合は, その都度, 

安静にするように被検者に実験者が口頭で指示した.  

 

・追加実験① 

  H 反射興奮性に関してより詳細な情報を得るために，参加者のうち 6 名の被検者を

対象に, M波とH反射の動員曲線が記録された. 動員曲線は, 異なる速度条件 (Slow条

件: 14 回/分, Fast 条件: 28, 35 または 42 回/分) での空中受動ステッピング課題と空中

受動立位課題中に記録された. 刺激強度を, H 反射の閾下の刺激強度から徐々に増加さ

せ, 最大 M 波が出る刺激強度まで増加させた. 各刺激強度でそれぞれ 3 波形ずつ記録

した.  
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・追加実験② 

  脊髄損傷者においても健常者と同等の効果があるかを調べるために，完全脊髄損傷者

１名 (胸髄損傷) および不全脊髄損傷者 1 名 (頸髄損傷) を対象として受動ステッピン

グ中にヒラメ筋 H 反射を計測した. 実験条件は，空中受動立位課題と 3 つの速度条件

下での空中受動ステッピング課題 (10, 28 および 42 回/分) とした．右脚立脚中期に刺

激を行い, H 波と M 波の波形を取得した. 各条件 Mmax3 波形, H 反射 12 波形を取得

した. H 反射は 10%Mmax の刺激強度で誘発された.  

 

・データ解析 

誘発された H 反射および, M 波の大きさを定量化するために, 先行研究 (Nakazawa 

et al., 2006) に基づき, 各成分のウィンドウ中（M 波; 5 - 25 ms, H 反射; 30 - 50 ms) 

の振幅値を算出した. また, 背景筋活動電位を測定するために, ヒラメ筋, 前脛骨筋, 

大腿直筋および大腿二頭筋の刺激前の 50 ms の筋電位の二乗平均平方根値を算出した. 

個人間の変動を最小にするために, M 波と H 反射の値は, 最大 M 波 (Mmax)の振幅値

で正規化し, H/Mmax, M/Mmax を算出した.  

動員曲線の解析に関しては, 先行研究 (Lamy et al., 2012) に基づき, 運動閾値 

(MT) を, 100-μV の M 波が出現する強度と定め, 刺激強度は, MT との比で表された. H

反射と M 波の振幅は, Mmax で正規化された. 動員曲線の上昇部分が, 以下のシグモイ

ド関数で近似された (Klimstra et al., 2008).  

H (S) =
Hmax

1 + em (s50−s)
 

Sは刺激強度, HmaxはH 反射の最大振幅, mはシグモイド関数の傾き, S50はHmax

の半分の大きさの H 反射を誘発するのに必要な刺激強度である. Hslp (slp=slope) は, 

50%Hmax のときの動員曲線の上昇部分の傾きと定義され, Hslp は, 次の式によって決

定された.  

Hslp =
m (Hmax)

4
 

また, H 反射の Hth (th=threshold) は, S50 での X 切片として計算された.  

 

・統計解析 

H/Mmax と M/Mmax の違いは, 反復測定の一元配置分散分析を用いて検定した. 動

員曲線の Hmax, Hslp と Hth の違いについても, 反復測定の一元配置分散分析を用い

て検定した. Mauchly の球面性の仮定が棄却されたときには, Greenhouse-Geisser の

イプシロンを用い自由度と有意確率を再計算した. 多重比較検定は, Bonferroni 法を

用いた. 記述統計は, 平均＋標準誤差で示した. すべての統計検定の有意水準は 5%未

満と定めた.   
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5-1-3 結果 

 

 

図 4A は, 空中受動立位課題時および, 空中受動ステッピング課題時 (速度 5 条件) 

の股関節と膝関節の関節角度変位の代表例を示した. Lokomat®の股関節と膝関節の関

節角度の変位は, コンピュータによって完全に制御されており, 再現性の高い運動であ

った. H 反射誘発のための刺激タイミングは, 速度 5 条件で同一であった. H 反射の振

幅は空中受動立位課題中に比べて, 空中受動ステッピング課題中に減少し, さらに速度

増加に伴って減少した. 一方で, M 波の大きさに関しては, 速度 5 条件を通して一定で

あった (図 4B).  

図 5 に, 被検者 11 名分の H 反射と M 波の平均振幅値 (+標準誤差) を示した. 反復

測定の一元配置分散分析の結果, H 反射振幅値において有意な速度の主効果があった 

[F (1.83, 18.33) = 47.37, P < 0.001]. 各速度条件における空中受動ステッピング課題中の H

反射が , 空中受動立位課題中に比べて有意に小さい値を示した  (すべての条件 

P<0.001). 受動ステッピング課題中の H 反射が速度増加に伴い , 有意に減少した 

(P=0.001-0.045, 28 回/分 vs. 35 回/分の場合, 35 回/分 vs. 42 回/分の場合を除く). M

波振幅値に関しては, 有意な速度の主効果はなかった [F (5,50) = 1.97, P = 0.819]. また, 

右脚の背景筋活動は, 極めて小さくノイズレベルであった. 図 6 に, 空中受動立位課題 

(A) と空中受動ステッピング課題の Slow 条件 (B) と受動ステッピング課題の Fast 条

件 (C) の代表例のM波とH反射の動員曲線のデータを示した. H反射の最大振幅値が, 

速度増加とともに減少した. 図 7 は, 動員曲線の 3 つのパラメータを示している. 一元

配置分散分析の結果 , それぞれのパラメータに有意な速度の主効果がみられた 

[Hmax: F (2, 10) = 67.78, P < 0.001, Hslp: F (2,10) = 26.19, P < 0.001; Hth: F (2,10) = 40.97, 

P < 0.001]. Hmax (A) と Hslp (B) は, 空中受動立位条件に比べて, 空中受動ステッピ

ング条件で有意に小さい値を示した (P< 0.05). Hth (C) は, 空中受動立位条件に比べ

て空中受動ステッピング条件において有意に高かった (P<0.05). さらに, Hmax (A) と 

Hslp (B) は, Slow 条件に比べて, Fast 条件において有意に小さかった (P<0.01). Hth 

(C) は, Slow 条件に比べて, Fast 条件において有意に高かった (P<0.05).  

図 8 に，完全脊髄損傷者および不全脊髄損傷者の受動ステッピング中の H 反射と M

波を示した．完全脊髄損傷者と不全脊髄損傷者ともに，受動立位条件に比べて受動ステ

ッピング条件において H 反射振幅値が減少した．しかし，受動ステッピング速度増加

によるＨ反射振幅値の明確な変化は見られなかった． 
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図 4. 下肢関節の角度変位 (°)と H 反射の波形 (典型例 1 名) 

A: 各条件における股関節と膝関節の角度変位（°) の 12 波形の加算平均波形を示した. 

各々の波形の中央に位置する垂直な線は, H 反射誘発のタイミングを示している. 

B: 各条件における H 反射の 12 回の加算平均波形を示した. 刺激アーチファクトに続

いて, 誘発されるのが M 波, その次に誘発されるのが H 反射である.  
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図 5. 各条件の H 反射と M 波の振幅値 (%Mmax) の平均データ 

棒グラフは 11 名分の平均振幅値, エラーバーは, その標準誤差を示す. M 波の振幅値

は, 条件間で一定であるにも関わらず, H 反射の値は, 速度の増加に伴い有意に減少し

た.  
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図 6. M 波と H 反射の動員曲線 (典型例 1 名) 

左の図は空中受動立位条件, 中央の図は空中受動ステッピングの Slow 条件, 右の図は

空中受動ステッピングの Fast 条件の動員曲線を示している. ○は H 反射, ●は M 波を示

している.  
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図 7. 各条件の M 波と H 反射の動員曲線から得られたパラメータ (被検者 6 名) 

○は個人毎のデータを示しており, ●は被検者 6 名の平均値を示している.  

*; P<0.05, **; P<0.01 
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図 8. 完全脊髄損傷者と不全脊髄損傷者における受動ステッピング中の H 反射の変化 

A: 各条件の H 反射の加算平均波形 (12 回) を示した． 

B: 各条件における H 反射と M 波振幅値の平均値 (%Mmax) を示した． 

C: 各条件における背景筋活動量 (mV) を示した． 
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5-1-4 考察 

 

 

本研究の目的は. 受動ステッピング速度の違いがヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影

響を明らかにすることである. 本研究では, Lokomat®を用いて. 5 つの異なる速度で受

動ステッピングを行い, その際にヒラメ筋H反射を記録した. その結果, ヒラメ筋H反

射が受動ステッピング速度に依存して減少することが明らかになった. 本結果に関わ

るメカニズムについて以下に考察する.  

 

・方法論的考察 

ヒラメ筋の H 反射を計測する上で, 神経に対する電気刺激の刺激効果が一定であっ

たかどうかは極めて重要であり, M 波の振幅値はその指標となる (Zehr et al., 2002). 

本結果では, ヒラメ筋に誘発される M 波の振幅に有意な差がなかった．したがって，

各条件における神経に対する刺激効果は一定レベルに維持されていた可能性が高い. 

加えて, 足関節を短下肢装具で, 中間位に固定していたため, 電極と筋の相対的な位置

関係の変化をほとんどなかったものと考えらえる. 上位中枢の影響を排除するために, 

被検者は, 受動ステッピング中リラックスするように教示を受けた. 結果として, 各速

度で平均の背景筋活動電位はノイズレベルであり, このことは, 被検者が受動ステッピ

ング課題を達成できていたことを示している. そのため, 本研究で観察された H 反射

の変化は, おそらく受動ステッピング中に生じる下肢からの体性感覚情報によるもの

と考えられる.  

 

・受動ステッピング速度の違いがヒラメ筋 H 反射に及ぼす影響 

本研究において, 空中受動立位課題と比較し, 空中受動ステッピング課題中, ヒラメ

筋 H 反射が強く抑制された. さらにその H 反射の大きさは速度が増加するにつれて減

少した. Lokomat®を用いた受動ステッピング課題では, 足関節を短下肢装具で固定し

ながら, 受動的に股関節と膝関節が動かされる. 受動ステッピングは, 空中で行われて

いるため, 荷重関連の感覚情報の影響は統制された. それゆえ, 本研究でみられる H 反

射の抑制は, 下肢の運動，特に膝関節と股関節の運動に伴う体性感覚情報によるものと

考えられる. さらに, 速度増加によって抑制量が増大したことは, 筋, 関節, 皮膚の感

覚受容器などの体性感覚情報の増大によって引き起こされたものと考えられる. 本実

験においては, 実験時間を最小にするために, 単一の刺激強度によって誘発したが, 

様々な刺激強度でより詳細に H 反射の興奮性を評価するのが望ましい. 追加実験①で

は, H 反射経路の入出力関係を明らかにするため, 空中受動立位課題および空中受動ス

テッピング課題中に, 様々な刺激強度で H 反射を記録し, 動員曲線を作成した. その曲

線の特性は , 3 つのパラメータ  (Hth, Hslp と Hmax) で表すことが可能である 
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(Klimstra et al., 2007). これらのパラメータの変化は, ステッピング速度の増加によっ

て H 反射が抑制されることを示していた.  

 

・受動ステッピング速度に依存した H 反射抑制に関わる神経メカニズム 

先行研究においては, 歩行中の感覚入力が H 反射に及ぼす影響を調べるために, 受

動ペダリング (McIlory et al., 1992) や徒手での介助歩行課題 (Brooke et al., 1995) が

使用されてきた. しかし, ペダリングと歩行では, 運動学的にも運動力学的にも違いが

ある. まず, ペダリングは座って行われるのに対して, 歩行は立位姿勢で行われる. ま

た, ペダリングの運動パターンは, 歩行の運動パターンとは異なる. 本研究で用いた

Lokomat®は, 立位姿勢を保持させながら, 通常歩行に類似したステッピング運動を課

すことが可能である. 先行研究において, Brooke らは, H 反射が座位に比べて, 受動ペ

ダリング中に減少し, その減少量が速度に依存して大きくなることを示した. ステッピ

ングとペダリングにはこれらの違いがあるにも関わらず, ペダリングを用いた実験結

果と本研究結果は概ね一致していた. そのことから, 受動運動中の速度依存的な抑制は, 

姿勢や運動パターンには関連がないものと考えられた. むしろ, 運動に伴う体性感覚情

報が受動ペダリングおよび受動ステッピング中の H 反射抑制に主要な役割を果たして

いたものと考えられる. 本研究結果から, 受動ステッピング中の速度依存的な抑制に関

わる起源について直接的に特定することはできないが, Brooke らの報告 (Cheng et al., 

1995; Misiaszek et al., 1995) を基に考えると, おそらく, Ia などの筋紡錘由来の体性

感覚情報の増大によるものと考えられる.  

 

・脊髄損傷者における受動ステッピング中の H 反射の変化 

脊髄損傷者においても，健常者と同様に空中受動立位課題に比べて，空中受動ステッ

ピング課題中，H 反射振幅値が減少した．上位中枢からの下行路が解剖学的に遮断され

た完全脊髄損傷者においても抑制が生じたことは，H 反射の抑制に受動ステッピングに

よって生じる体性感覚情報が関与していること，その抑制が脊髄内のメカニズムで生じ

ることを示す結果であった．しかし，空中受動ステッピングの速度に関しては，速度条

件間に明確な違いは見られなかった．Phadke らの歩行中に H 反射を記録した研究に

おいても，不全脊髄損傷者において H 反射の速度依存的な変調が障害されていること

が報告されている (Phadke et al., 2010). このような健常者との違いは, 脊髄損傷後の

痙性，すなわち伸張反射回路の過剰亢進と関連している可能性が考えられる．またもう

一つの可能性としては，下行性指令が H 反射の速度依存性に関与している可能性があ

る．この点については今後の検討課題としたい． 
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5-1-5 小括 

 

 

本研究課題では, 通常歩行中に生じる体性感覚情報のうち, 運動に関連した感覚情報

の影響を調べるために, 異なる速度下での空中受動ステッピング中のヒラメ筋 H 反射

興奮性変化を調べた.  

その結果，空中受動立位課題中に比べて, 空中受動ステッピング課題中にヒラメ筋 H

反射の振幅が有意に減少した. 空中受動ステッピング課題において, 受動ステッピング

速度の増加に依存して, ヒラメ筋 H 反射振幅が有意に減少した.  

以上のことから, 歩行中の下肢の脚の運動に関連した感覚情報は, ヒラメ筋 H 反射

を抑制することが明らかとなった.  
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5-2 一側下肢の体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響 

 

 

5-2-1 目的 

 

 

Ia 感覚神経を電気刺激することで得られる H 反射の振幅が課題や歩行位相に応じて

変化することが知られている. 具体的には, 歩行中のヒラメ筋の H 反射振幅は, 立位

中に比べて減少し. 歩行中の H 反射振幅は, 立脚期に比べて, 遊脚期で減少する 

(Capaday and Stein, 1986, 1987; Crenna and Frigo, 1987; Simonsen and Dyhere-

Polsen, 1999). このような課題・位相依存性の神経機序に関しては, 免荷式動力型歩

行補助装置 Lokomat®を用いた研究から, 歩行中の体性感覚が重要な役割を果たしてい

ると考えられている (Kamibayashi et al., 2010). さらに, 荷重関連の感覚情報の影響

を統制した受動ステッピング課題においても, 同様な変化が生じること 

(Kamibayashi et al., 2010), 加えて, 研究課題 1 より, 空中受動ステッピングの速度を

増加させた場合に H 反射の抑制が増大すること (Masugi et al., 2015) から, 下肢の関

節運動に伴って生じる体性感覚が受動ステッピング中の H 反射抑制に主に関与してい

ることが示唆された. しかし, 受動ステッピング中の H 反射の抑制に左右のどちらの

脚からの体性感覚が主に関与しているかなど, その詳細なメカニズムについては不明

である. 

Lokomat®の登場以前は, 通常歩行中の体性感覚の影響を調べるのは技術的に困難で

あり, そのため, ペダリング運動 (McIlroy et al., 1992) や単関節運動 (Stanislaus et 

al., 2010) などの受動運動が, 歩行に類似した運動として代用されてきた. 受動ペダリ

ング課題を用いた研究によると, 同側脚 (H 反射の記録脚) の片脚ペダリングの変化パ

ターンと両脚ペダリングの変化パターンが同一であることが示されている (McIlroy et 

al., 1992). この結果は, 受動ペダリング中に生じる H 反射抑制に同側脚由来の体性感

覚が主に関与していることを示唆した. 

さらに, 左右下肢間の神経連絡に関しても, 受動運動課題を用いて間接的に明らかに

されてきた. 例えば, McIlroy らは, ヒラメ筋 H 反射の応答が, 同側脚のみならず, 対

側脚 (H 反射の非記録脚) の片脚受動ペダリングでも, コントロール条件に比べて減少

することを報告した (McIlroy et al., 1992). さらに Stanislaus らは, H 反射の変化が

両側股関節の運動方向 (逆位相の運動パターンと同位相の運動パターン) に依存する

ことを示した (Stanislaus et al., 2010). これは, 対側脚の運動に伴って生じる体性感

覚が交叉性にヒラメ筋 H 反射興奮性を変調することを示唆していた. これらの結果は, 

歩行中の H 反射興奮性を修飾する末梢機序の理解に補足的な情報を与えたが, 通常歩

行と比べて, 運動パターンや姿勢が異なるため, 通常歩行にこれらの結果を適用できる
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かは不明である. そのため, 先行研究の結果は, 通常歩行により類似した受動ステッピ

ング課題を用いて再度検証する必要がある. そのため, 本研究の目的は, 歩行に類似し

た受動ステッピング課題を用いて, 通常歩行中の左右の下肢の運動によって生じる体

性感覚がそれぞれどの程度, H 反射の抑制に関与しているか調べることであった.  
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5-2-2 方法 

 

 

・被検者 

中枢神経疾患の既往歴のない健常成人男性 11 名 (年齢 28 ± 4.9 歳, 平均値 ± 標準

偏差) が, 本実験に参加した. すべての被検者は, 実験内容について事前に十分な説明

を受けた. 本研究は, 国立障害者リハビリテーションセンター研究所の倫理委員会によ

って承認を受けている. 

 

・実験セットアップ 

研究１と同じ実験セットアップを用いて実験を行った.   

 

・筋活動電位の計測 

研究１と同じ方法で, 筋活動電位を計測した.   

 

・ヒラメ筋 H 反射 

研究１と同じ方法でヒラメ筋 H 反射を誘発し, 記録した.   

 

・運動課題 

本実験では, 受動ステッピング課題中の H 反射の抑制が, H 反射の記録脚と同側の脚

から生じるのか, 対側の脚から生じているのかを検討するために,3 つの受動ステッピ

ングの条件 (①両脚交互ステッピング, ②同側の片脚ステッピングと③対側の片脚ステ

ッピング) を設定し, それぞれステッピング条件毎に 5つの速度下 (ストライド周波数; 

14, 21, 28, 35 と 42 回/分) で, 空中受動ステッピング課題を行った. 図 9 に H 反射誘

発のタイミングを示した. 被検者は, 測定中, 安静にするように指示された. 実験者は

コンピュータに映し出された下肢の筋電位信号を見て筋活動がないことを確認しなが

ら実験が行われた. 筋活動が出現した場合は, その都度, 安静にするように被検者に口

頭で指示した.  
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図 9. ステッピング条件と H 反射の誘発のタイミング 

A: H 反射は右脚の後脛骨神経を刺激することで右脚ヒラメ筋から得られた.  

B: 股関節 (上段) および膝関節 (下段) の関節角度変位を示している. 各波形の中央の

点線は電気刺激のタイミングを示している. 黒線は右脚を, 灰色の線は左脚を示してい

る.  
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・追加実験 

  H 反射興奮性に関してより詳細な情報を得るために, 参加者のうち 6 名の被検者

を対象に, M 波と H 反射の動員曲線を記録した. 動員曲線は, 空中受動ステッピング課

題 (ストライド周波数; 14 回/分) と空中受動立位課題中に記録された. 刺激強度は, H

反射の閾下の刺激強度から徐々に上げていき, 最大 M 波 (Mmax) を誘発可能な刺激

強度まで上げた. 各刺激強度, それぞれ 3 発ずつ記録した.  

 

・データ解析 

  誘発された H 反射および M 波 の振幅値の解析および動員曲線の解析は実験１と同

じ方法を用いて行った.  

 

・統計解析 

H/Mmax, M/Mmax と背景筋活動電位は, 要因をステッピング条件とステッピング

速度条件として, 反復測定の二元配置分散分析を行った. シグモイド関数から得られた

Hmax と Hslp と Hth は, 反復測定の一元配置分散分析によって比較された. Mauchly

の球面性の仮定が棄却されたときには, Greenhouse-Geisser のイプシロンを用い自由

度と有意確率を再計算した. 多重比較検定は, Bonferroni 法が使われた. 記述統計は, 

平均＋標準誤差で示された. すべての統計検定の有意水準は 5%未満と定めた.  
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5-2-3 結果 

・受動ステッピング中のキネマティクスパターンについて 

図 9B は, 被検者 1 名から得た右脚 (黒線) と左脚 (灰色の線) の股関節と膝関節の

関節角度変化を示している. これらの図は, 刺激のタイミング (中央の点線) を基準に

した 12 波形の加算平均波形を示している. Lokomat®の股関節と膝関節の動きはコン

ピュータによって正確に制御されているので, 両脚ステッピング条件と同側の片脚ス

テッピング条件における右脚の運動, 両脚ステッピング条件と対側の片脚ステッピン

グ条件における左脚の運動において, 条件間で違いは見られなかった. 

 

・異なる受動ステッピング条件での H 反射振幅の変化 

図 10 に, ステッピング 3 条件と 5 つのステッピング速度条件下での被検者 1 名分の

代表的な H 反射の波形を示した. H 反射誘発のための刺激強度は, M 波振幅が最大 M

波 (Mmax) の 10％になるように調節された. それぞれの波形は, 12 波形の加算平均波

形を表している. この被検者では, H 反射は, 同側脚と対側脚の片脚ステッピングに比

べて両脚ステッピング条件で小さかった. そして, 対側脚の片脚ステッピングよりも同

側脚の片脚ステッピングの方が小さかった. それぞれのステッピング条件で, ステッピ

ング速度の増加に伴い, H 反射が減少した.  

図 11 は, 3 つのステッピング条件 (ステッピング速度は, ストライド周波数 14 回/

分) で記録した H 反射と M 波の動員曲線の典型例 (被検者 1 名分) を示した. 最大の

H 反射振幅は対側脚の片脚ステッピングに比べて同側脚の片脚ステッピングで小さく, 

さらに, 同側脚の片脚ステッピングに比べて, 両脚ステッピングの方が小さかった. 

図 12A は, H 反射 (%Mmax) の振幅の平均値を示している. H%Mmax に対する二

元配置分散分析の結果は, ステッピング及びステッピング速度の有意な主効果を示し

た [ステッピング: F (1.104, 11.044) = 32.636, P<0.001; ステッピング速度: F (1.436, 14.364) = 

36.39, P<0.001]. しかし, 有意な交互作用は見られなかった [ステッピング × ステッ

ピング速度: F (2.700, 27.002) = 1.930, P>0.05]. 多重比較の結果, 両脚ステッピングにおけ

る H%Mmax は, 対側と同側ステッピングに比較して有意に小さかった (それぞれ, 

P<0.05 と P<0.01), そして対側ステッピングよりも同側ステッピングでは有意に小さ

かった (P<0.01)  (図 12B). 多重比較検定の結果は, 21 回/分と 28 回/分の間の差 

(P=0.182) を除いて, H 反射がステッピング速度の増加に伴い有意に減少することを示

した (P = 0.001 – 0.006). 一方で, M 波の振幅に関しては, ステッピング及びステッピ

ング速度の有意な主効果と交互作用は見られなかった [ステッピング: F (2, 20) 

=1.533, P>0.05; ステッピング速度: F (4, 40) =0.529 P>0.05; ステッピング × ステッピ

ング速度: F (8, 80) =1.869 p>0.05].  

ヒラメ筋と TA における背景筋活動は, 無視できるほど小さく (ヒラメ筋は 1-5 μV, 

前脛骨筋は 1-2 μV), そしてステッピング及びステッピング速度の有意な主効果や交互
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作用は見られなかった [ヒラメ筋, ステッピング: F (1.125, 11.252) =3.666, P>0.05; ステッ

ピング速度: F (1.913, 19.131) =2.570, P>0.05; ステッピング条件 × ステッピング速度: F 

(1.792, 17.916) =1.673, p>0.05, 前脛骨筋, ステッピング条件: F (2, 20) =1.866, P>0.05; ステ

ッピング速度: F (1.919, 19.189) =2.201, P>0.05; ステッピング条件 × ステッピング速度: F 

(2.108, 21.083) =1.125, p>0.05].  

図 13 は, シグモイド曲線近似から得られた Hmax (図 13B) と Hslp (図 13C) と

Hth (図 13D)の値である. Hmax (%Mmax) は, 両側と同側ステッピング条件に比べて, 

対側ステッピング条件で有意に大きかった (それぞれ, P<0.01 と P<0.01). Hslp は, 

対側脚ステッピングに比べて同側脚ステッピングにおいて有意に小さかった 

(P<0.05). Hth (ratio of MT) に関しては, 3 条件で有意な差は見られなかった.  
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図 10. 各条件の H 反射の加算平均波形 (典型例 1 名) 

両脚ステッピング, 同側の片脚ステッピング, 対側の片脚ステッピング条件ともにステ

ッピング速度の増加に伴い, H 反射の振幅が減少した. 対側に比べて同側の片脚ステッ

ピング条件の方が, H 反射の振幅が小さかった. さらに, 同側の片脚ステッピング条件

に比べ両脚ステッピング条件の方が H 反射の振幅が小さかった.  
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図 11. M 波と H 反射の動員曲線 (典型例 1 名) 

左の図は両脚ステッピング条件, 中央の図は同側の片脚ステッピング条件, 右の図は対

側の片脚ステッピング条件を示している. ○は H 反射, ●は M 波を示している.  
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図 12. 各条件での H 反射と M 波の振幅値 (％Mmax) の平均データ 

A: 各ステッピング速度における各ステッピング条件の H 反射の振幅値の被検者 11 名

の平均値を示している. 3 ステッピング条件ともに, 空中受動立位条件よりも小さく, 

速度増加とともに減少した.  

B: 棒グラフは 5 つのステッピング速度条件をステッピング条件毎にプールし, 平均値

を求めたものである. **; P<0.01, *; P<0.05 
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図 13. 各条件間の M 波と H 反射の動員曲線から得られたパラメータ (被検者 6 名) 

A: H 反射の動員曲線のシグモイド曲線近似により, Hmax, Hslp, Hth の 3 のパラメー

タを取得した.  

B-D: それぞれのグラフは, 各パラメータの条件間の違いを示している. ○は個人毎のデ

ータを示しており, ●は被検者 6 名の平均値を示している. *; P<0.05, **; P<0.01 
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5-2-4 考察 

 

 

先行研究において, ヒラメ筋の H 反射が立位に比べて歩行中, 減少することが報告

されている (Capaday & Stein, 1986). このような H 反射振幅の減少は, 空中受動ス

テッピング中においても観察された (Kamibayashi et al., 2010; Masugi et al., 2015). 

これらの結果は, 下肢の運動に伴う体性感覚が歩行中の H 反射の抑制に関与している

ことを示唆している. しかし, その詳細なメカニズムは, 不明なままであった. そこで, 

本研究は, 左右の下肢の運動によって生じる体性感覚がそれぞれどの程度, 受動ステッ

ピング中の H 反射の抑制に関与しているか調べるために実施され, 本研究から以下の

結果を得た.  

 

・空中受動立位課題に比べて, 両脚受動ステッピングのみならず片脚受動ステッピン

グ中でも H 反射振幅値が有意に減少した.  

・対側に比べ同側の片脚受動ステッピング中の H 反射が有意に小さい値を示した.  

・同側の片脚受動ステッピングよりも両脚受動ステッピング中の H 反射振幅値の方が

が有意に小さい値を示した.   

・ステッピング速度の増加に伴い H 反射振幅値が有意に減少した.  

 

これらの研究結果は, 主に同側の下肢の運動に伴う体性感覚が受動ステッピング中

の H 反射の抑制に関与していること, さらに, 対側下肢からの交叉性入力も受動ステ

ッピング中の H 反射の抑制に関与していることを示唆した. 本結果に関わる神経メカ

ニズムについて以下に考察する.  

 

・方法論的考察 

歩行や走行のようなダイナミックな運動中に H 反射を記録するときは, いくつか考

慮すべき問題がある. 一つは, 刺激によって誘発される Ia の求心性入力の大きさが, 

電極のずれによって変化する可能性がある. 本研究では, この問題を解決するために, 

H 反射は, 各条件間で記録脚が同じポジションになる位相で誘発された. さらに, 神経

に対する刺激効果の指標である M 波の振幅値は, 全条件で一定に保たれた. そのため, 

神経に対する刺激効果は, 一定に保たれていた可能性が高い. 二つ目は, H 反射と M 波

の振幅が, 足関節角度の変化によって, 電極と記録筋との相対的な位置が変化し, 影響

を受ける可能性がある. 本研究では, 金属支柱付き短下肢装具を用いて足関節を中間位

に固定したため, 足関節の単関節筋であるヒラメ筋は影響を受けなかったものと考え

られる. したがって, 上記の結果から, H 反射振幅値の変化は, H 反射の興奮性の変化

を反映しているものと考えられる.  
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・同側下肢からの感覚情報 

先行研究において, Brooke らは, 受動ペダリング課題を使って, 下肢の運動に伴う体

性感覚の影響を詳細に調べた. その結果, ヒラメ筋の H 反射振幅が座位に比べて, 同

側下肢の片脚ペダリング運動中, 強く抑制されること, H 反射の振幅がペダリングの速

度増加に伴い減少することが明らかになった (McIlroy et al., 1992). 受動ペダリング

は, 座位で行われ, 歩行とは異なる運動パターンで行われる. したがって, 歩行中のア

ップライトな姿勢に関する感覚情報や, 下肢の運動に伴って生じる感覚情報が再現で

きていないものと考えられ, それらが H 反射の変調に影響を与えている可能性がある. 

しかし, 歩行により近い, 受動ステッピング課題を用いた本研究結果は, 彼らのペダリ

ングで得られた結果と概ね一致していた. 彼らは, その後の研究で, H 反射の振幅の減

少が膝の伸筋の筋紡錘由来の感覚情報による Ia 終末のシナプス前抑制と関連している

ことを示した. 本研究において, Lokomat®による受動ステッピングは, ペダリング運

動と同様に, 股関節と膝関節の運動なので, 本研究の H 反射の抑制にもペダリングと

同一のメカニズムが関与していた可能性が高い. そして, 受動運動中の H 反射抑制に

関しては, 姿勢や運動パターンの違いには大きく依存しないことが示唆された.   

 

・対側下肢からの感覚情報 

対側下肢からの体性感覚情報の影響を調べるために, 対側脚 (非検査脚) を動かして

いる間, 静止している同側脚 (検査脚) から H 反射を記録した. 同側の片脚ステッピン

グと同様に対側の片脚ステッピング中, H 反射が抑制されることが分かった. その際, 

同側脚 (検査脚) は静止しているため, 同側脚から生じる体性感覚は生じていなかった

と考えられる. そのため, 対側の脚からの感覚情報が交叉性に同側下肢のヒラメ筋 H

反射の振幅の減少に関与していると考えられる. Collins らも, 対側脚の受動ペダリン

グ中の H 反射が減少することを示しており (Collins et al., 1993), 本研究結果と概ね

一致していた.  

また本研究から, 両脚ステッピング, つまり, 検査脚が運動している条件においても, 

対側からの影響が示された. この結果は, 股関節単関節の受動運動課題を用いて両脚の

運動中の対側脚の影響を調べた Stanislaus らの研究結果 (Stanislaus et al., 2010) と

合致していた. 一方で, ペダリングを用いた研究においては, McIlroy らが, 両側ペダ

リングと同側ペダリング中の H 反射の変化パターンに差が見られないと報告している 

(McIlroy et al., 1992). さらに, Crenna と Frigo らの研究によって, トレッドミル上

の両脚ステッピング中の H 反射と同側脚のみのステッピング中の H 反射の 両条件の

変調パターンはほぼ一致していると報告されており (Crenna and Frigo, 1987), 本研

究結果とは異なる. おそらく, これらの結果は, 対側脚 (非検査脚) からの交叉性入力

の効果が極めて小さいため, 強い抑制効果を有する同側脚 (検査脚) が運動している場

合は, 対側脚の効果を過小評価してしまうためと考えられる. 受動ペダリングやトレッ
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ドミル上での歩行とは異なり, 本研究で用いたロボットによる受動ステッピング課題

は極めて再現性が高いため, 対側脚からの影響をみることができたものと考えられる.  

  最後に, 対側脚のステッピングに伴う同側脚のヒラメ筋 H 反射抑制に関わる感覚受

容器について考察する. 本実験系から直接, ヒラメ筋 H 反射の抑制に関わる感覚受容

器を特定することはできないが, 先行研究から筋紡錘由来の体性感覚情報が関与して

いる可能性が考えられる. Koceja らは, 同側のヒラメ筋 H 反射が対側のアキレス腱を

打腱 (tendon tap) することによって抑制されることを報告した (Koceja and Kamen, 

1992). 打腱は, 筋紡錘を選択的に刺激可能な手技としてしばしば用いられている. ま

た, Stubbs らは, 対側の後脛骨神経への電気刺激によって, 同側のヒラメ筋 H 反射が

抑制されることを報告した. また, この抑制が皮膚神経刺激では生じないことを報告し

た (Stubbs et al., 2009). さらに, Hanna-Boutros らは, 対側後脛骨神経への電気刺激

が, 運動閾値以下の場合でも同側 H 反射の抑制が起こることを示した (Hanna-

Boutros et al., 2014). 運動閾値以下の場合, 主に Ia などの低閾値の大径の感覚線維が

選択的に刺激されると考えられている. これらの結果はいずれも, Ia などの筋紡錘由来

の体性感覚がヒラメ筋 H 反射を交叉性に抑制することを示しており, 本研究における

対側受動ステッピング中の抑制機序においても関与しているものと考えられる.  

 

5-2-5 小括 

本研究課題では, 左右のそれぞれの脚からの運動に伴う体性感覚の影響を調べるた

めに, 両脚ステッピング, 同側の片脚ステッピングと対側の片脚ステッピング中のヒラ

メ筋 H 反射振幅を条件間で比較した. そして, 以下の結果を得た.  

 

・ヒラメ筋 H 反射の抑制は両脚ステッピングのみならず片脚ステッピングでも生じた. 

・対側に比べ同側の片脚ステッピング中の方が H 反射の抑制が強く生じた. 

・同側の片脚ステッピングに比べ両脚ステッピング中の方が H 反射の抑制が強く生じ

た. 

 

以上のことから, 同側の下肢の運動に伴う体性感覚がヒラメ筋 H 反射を強く抑制す

ること, 対側の下肢からの交叉性の体性感覚入力もヒラメ筋 H 反射を抑制することが

明らかとなった. 
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5-3下肢単関節運動由来の体性感覚情報がヒラメ筋 H反射興奮性に及ぼす影響 

 

 

5-3-1 目的 

 

 

ヒラメ筋の H 反射興奮性が課題および歩行位相に依存して変化することが報告され

ている (Capaday and Stein, 1986, 1987; Crenna and Frigo, 1987; Simonsen and 

Dyhere-Polsen, 1999)．そのメカニズムとして, 免荷式動力型歩行補助装置 Lokomat®

を用いた研究から, 歩行中に生じる体性感覚情報が重要な役割を果たしていることが

示唆された. さらに, 完全免荷での空中受動ステッピングにおいても, H 反射が変調し

たため, 荷重関連の感覚情報というよりも, むしろステッピング運動に伴って生じる体

性感覚情報が関与していると考えられた (Kamibayashi et al., 2010; Masugi et al., 

2015). 加えて, 研究課題 2 の結果より, 対側脚に比べて, 同側脚の股関節と膝関節運動

に伴って生じる体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射の抑制に主に関与していると考えられ

た. しかし, 膝関節および股関節運動による体性感覚が, それぞれどの程度ヒラメ筋 H

反射抑制に関与しているかは不明である. 

これまで, 歩行中の体性感覚の影響を調べるために, 歩行に見立てた運動として，受

動単関節運動や受動ペダリング運動課題が用いられてきた. Brooke らは, 受動ペダリ

ング運動課題を用いた研究の中で, 主に同側下肢の膝および股関節運動由来の体性感

覚がヒラメ筋 H 反射を抑制することを明らかにし, 大腿四頭筋の筋紡錘由来の感覚情

報が H 反射抑制に関与していると考えた (Brooke et al., 1997). しかし, 前章から述べ

てきた通り，彼らが用いたペダリング運動は, 通常歩行時の関節運動と大きく異なり, 

また姿勢も異なるため, 彼らの実験結果がそのまま歩行に適用できるかは不明である. 

そのため, より歩行に類似した受動運動課題で検証する必要がある. もしペダリング運

動と歩行で類似した神経制御メカニズムが働くのであれば, 受動ステッピング中の H

反射の抑制に, 同側の膝関節と股関節運動に伴って生じる体性感覚が強く関与してい

るはずである. その仮説を検証するために，本研究では, ステッピング中の股関節と膝

関節の運動をそれぞれ分離し課し，それぞれの関節運動に伴う体性感覚が, 受動ステッ

ピング中の H 反射抑制にどの程度関与しているのか明らかにすることを目的とした． 
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5-3-2 方法 

 

 

・被検者 

中枢神経疾患の既往歴のない健常成人男性 10 名 (年齢 25.8 ± 3.6 歳, 平均値 ± 標準

偏差) が, 本実験に参加した. すべての被検者は, 実験内容について事前に十分な説明

を受けた. 本研究は, 国立障害者リハビリテーションセンター研究所の倫理委員会によ

って承認を受けている.  

 

・実験セットアップ 

  本実験では, 一側下肢の (A) 股関節と膝関節の複合関節運動課題 (股関節+膝関節条

件), (B) 股関節のみの単関節運動課題 (股関節条件), (C) 膝関節のみの単関節運動課題 

(膝関節条件) の 3条件のステッピングを行った. これらの実験条件で, 通常歩行時の股

関節および膝関節の動きを分解することを試みた. 運動課題中の関節可動域について

は, 股関節が 45° (屈曲 30°-伸展 15°), 膝関節が 60° (屈曲 60°-伸展 0°) であった. (B) ま

たは (C) の単関節運動課題では，動作関節以外の角度は一定に保たれた. Lokomat®は, 

足関節の運動を制御することができないため, 股関節と膝関節の影響のみに着目した. 

そのため, 本実験では足関節の影響を統制するために, 金属支柱付き短下肢装具を用い

て両側の足関節を中間位に固定した. 動作周期に関しては, 2.15 秒になるように規定し 

(ストライド周波数; 27.9 回/分), 各条件で関節の運動パターンが同じになるように設定

した. 被検者は, ハーネスを着用させられ, 被検者の上方に位置する滑車を介して, 免

荷装置とハーネスが接続された. 測定中は，被検者の身体は上方に牽引され, 足底部が

床に接触しないように 10cm 程度空中に浮かすことで，足底部からの荷重感覚情報の流

入を統制した． 

 

・筋活動電位の計測 

  研究１，研究 2 と同じ方法で，筋活動電位を計測した．  

 

・ヒラメ筋 H 反射 

H 反射は, 右側のヒラメ筋から導出した. H 反射を誘発するために, 刺激電極の陰極 

(素材：銀/塩化銀, 電極形状：円盤型, 大きさ：10 mm, F-150S, Nihon Kohden, Japan) 

を膝窩部に, 陽極 (素材：ステンレス網とジェル素材, 電極形状：四角型, 大きさ：50×50 

mm) を膝蓋骨上に取り付けて , 後脛骨神経に対して , 電気刺激装置  (SEN-7023, 

Nihon Kohden, Tokyo, Japan) を用いて, 矩形波パルス (1 ms 幅) 状の一定電圧刺激

を与えた. 刺激の際に用いたトリガーシグナルは, Lokomat®より, 1 周期に 1 回, 出力

された. このトリガーシグナルをもとに 6 つ位相に刺激が入るように遅延時間 (0.36 s, 
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0.72 s, 1.08 s, 1.44 s, 1.80 s と 2.15 s) を設定して刺激を行った. 刺激間隔は 5 秒以上

あけ (Pierrot-Deseilligny & Burke, 2005), 各条件 10 回ずつ H 反射を誘発した. 刺激

強度に関しては, M 波が, 各条件の H 反射測定前に最大上刺激により誘発した最大 M

波 (Mmax) の 5%になるように調整した.  

 

・運動課題 

下記 2 種類の運動課題中に H 反射を記録した.  

実験①: 同側脚 (検査脚) の下肢の受動運動中の H 反射の計測 

10 名の被検者を対象として, まず空中受動立位課題条件の H 反射を記録した. その

後, 検査肢側 (右脚) の股関節・膝関節の両方を動かす課題 (股関節＋膝関節条件), 股

関節のみを動かす課題 (股関節条件), 膝関節のみを動かす課題 (膝関節条件) で H 反

射を誘発し記録した.  

実験②: 対側脚 (非検査脚) の下肢の受動運動中の H 反射の計測 

実験①と同一の被検者 10 名を対象として実験①とは別日に実験を行った. 実験①と

同様に, まず空中受動立位課題条件の H 反射を記録した. その後, 対側脚 (非検査脚) 

の股関節・膝関節の両方を動かす課題 (股関節＋膝関節条件), 股関節のみを動かす課題 

(股関節条件), 膝関節のみを動かす課題 (膝関節条件) で H 反射を誘発し記録した.  

上位中枢からの下行性指令の影響を排除し, 下肢の運動に伴う体性感覚情報のみの

影響を調べるために, 被検者は実験中, 全身をリラックスするように指示された. 実験

者は, コンピュータに映し出した下肢の筋電位信号を見て, 筋活動がないことを確認し

ながら実験を実施した. 筋活動が出現したときは, その都度, 安静にするように被検者

に実験者が口頭で指示した.  

 

・データ解析 

H 反射, M 波の振幅および背景筋活動は, 研究１及び研究 2 と同じ方法で解析した．  

 

・統計解析 

 実験①同側脚運動および実験②対側脚運動時のヒラメ筋 H 反射および M 波の振幅値

は，それぞれ反復測定の二元配置分散分析 [運動課題 (水準数: 3) × 位相 (水準数: 6)] 

を用いて検定した．空中受動立位条件と各運動課題条件の H 反射を比較するために，

一元配置分散分析を用いて検定を行い，その後 Bonferroni 法による多重比較検定を行

った. なお，有意水準は 5%未満とした． 
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5-3-3 結果 

 

 

実験①における運動課題中の関節角度変化を図 14に示した. 図の左から, 股関節+膝

関節条件, 股関節条件, 膝関節条件を表している. 股関節+膝関節条件と股関節条件に

おける股関節の角度変化はほぼ一致していた. さらに, 股関節+膝関節条件と 膝関節

条件における膝関節の角度変化もほぼ一致していた. H 反射誘発のタイミングは, 図中

の 0.36 s, 0.72 s, 1.08 s, 1.44 s, 1.80 s と 2.15 s の全 6 相に刺激が入った. 以下の結果

から, それぞれの刺激タイミングを, それぞれ位相 1, 2, 3, 4, 5 ,6 とする．実験②にお

ける対側脚の運動は，実験①の同側脚の運動と同じ運動であり, 刺激タイミングも一致

していた. 各条件における背景筋活動量はノイズレベルであった.  

次に, 図 15A に, 同側脚の運動課題中のH 反射の振幅値について被検者 10 名の平均

値と標準誤差を示した. 空中受動立位条件と比較して, 全位相に渡って, 40-50%程度, 

H 反射の振幅値 H/Mmax の値が減少した. 二元配置分散分析の結果, 課題 (股関節+膝

関節条件, 股関節条件, 膝関節条件) 及び位相 (6 相) の有意な主効果は見られなかっ

た. また, 課題条件と位相条件の間に交互作用があった (P<0.05). 次に, 股関節+膝関

節条件, 股関節条件, 膝関節条件のそれぞれの課題中の H 反射の位相間の違いを比較

した. その結果, 図 15A に示した通り, 膝関節運動の位相 3 と位相 4 の間にのみ有意差

があった (P<0.05). 一方で, M 波の振幅値 M/Mmax の値は, 図 15B に示した通り, 課

題中 5%に保たれていた (P<0.05).  

次に, 図 15C に, 対側脚の運動課題中のH 反射の振幅について被検者 10 名の平均値

と標準誤差を示した. 二元配置分散分析の結果, 課題 (股関節+膝関節条件, 股関節条

件, 膝関節条件) の主効果が見られたが (P<0.05), 位相の主効果は見られなかった. ま

た課題条件と位相条件の間には交互作用はなかった． 一方で, M 波の振幅値 M/Mmax

の値は, 図 15D に示した通り, 課題中 5%に保たれていた (P<0.05).  

  次に, 図 16 に, 対側脚に関しては,有意な課題の主効果が認められたため, 課題条件

毎に全位相で誘発したH反射の平均値を求め, 比較した図を示す. 図16Aは同側脚, 図

16B は対側脚のデータである. 股関節+膝関節条件, 股関節条件と膝関節条件の H 反射

の振幅値 H/Mmax を一元配置分散分析し, その後多重比較をしたところ, 股関節+膝関

節条件は, 膝関節条件に比べて, 有意に H 反射振幅が小さく (P<0.01), 股関節条件も

同様に, 膝関節条件に比べて有意に小さかった (P<0.05). 一方で, 同側脚に関しては, 

課題条件には有意な差は見られなかった (P>0.05). 次に, 空中受動立位条件も含めて

一元配置分散分析を行い, Bonferroni 法を用いて多重比較を行ったところ, 対側脚の膝

関節条件を除いて, 同側及び対側のすべての運動課題において, 空中受動立位課題に比

べて, H 反射が有意に小さな値を示した (P<0.05).  
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図 14. 各条件における股関節 (上段) と膝関節 (下段) の関節角度 (°) の変化 

 

 

 

  



58 

 

 

 

 

 

 

図 15. 各条件における H 反射 (上段) と M 波 (下段) の振幅値の変化 

黒線は, 空中受動立位条件の平均値を示している. 点線は, 空中受動立位条件の標準誤

差を示している．*; P<0.05 
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図 16. 各運動課題条件の H 反射振幅値の平均値 

黒線は, 空中受動立位条件の平均値を示している. 点線は, 空中受動立位条件の標準誤

差を示している．**; P<0.01, *; P<0.05 
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5-3-4 考察 

 

 

  本研究の目的は，歩行中に生じる体性感覚情報のうち, 同側・対側下肢の股関節・膝

関節運動由来の体性感覚がどの程度ヒラメ筋 H 反射興奮性に影響を及ぼすのかを明ら

かにすることであった. この問題を解決するために, Lokomat®を用い, 片脚のみの股関

節と膝関節の複合関節運動 (股関節+膝関節条件), 股関節のみの単関節運動 (股関節条

件), 膝関節のみの単関節運動 (膝関節条件)の実験条件を設定し, 歩行運動を各関節の

要素に分解し, H 反射振幅値を課題間で比較した. その結果, 対側運動課題の膝関節条

件を除いて, 同側及び対側のすべての運動課題において, 空中受動立位課題に比べて H

反射振幅値が有意に減少した. この減少量は, 総じて対側運動課題に比べて, 同側運動

課題において大きかった. さらに, 同側の運動, 対側の運動ともに, 股関節+膝関節条

件と股関節条件に比べて, 膝関節条件の H 反射振幅が大きい傾向があった．しかし, こ

の傾向は対側運動において統計的に有意であったが, 同側脚の運動においては有意で

はなかった．また, 位相に応じた変化については, 同側脚の膝関節屈曲相で有意に H 反

射の振幅値が減少した. 以下に, 本研究結果に対する考察を行う． 

 

方法論的考察 

Lokomat®による受動ステッピング課題を用い, 上位中枢からの下行性指令の影響を

最小限にした状態で, 運動に伴って生じる体性感覚情報のみの影響を調べた. 被検者は, 

実験中安静にするように指示され, その結果, 背景筋活動は見られなかった. したがっ

て, 本研究で得られた結果は, 運動に伴う体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射興奮性に及

ぼす影響を反映しているものと考えられる.  

  本研究では通常歩行中の同側脚及び対側脚の股関節と膝関節の運動を分離し, 両方

またはどちらか一方の運動によって生じる体性感覚情報の影響を調べた. 図 14 に示し

た通り, 同側の股関節と膝関節の複合関節運動のうち，股関節条件では, 股関節のみの

動きを, 膝関節条件では, 膝関節のみの動きを正確に再現できた. したがって, 本研究

の実験系によって, 通常歩行中の感覚情報を同側および対側の各関節の要素に分けて, 

それぞれの影響を評価することができたと考えられる.  

 

同側と対側脚運動による H 反射の抑制効果の違い 

  本研究において, 同側脚と対側脚の運動中, H 反射の振幅が空中受動立位条件に比べ

て減少した. ただし, 対側脚の膝関節条件のみ, 空中受動立位条件との有意差は見られ

なかった. これらの結果は, 同側脚および対側脚の関節運動に伴って生じる体性感覚情

報のいずれも, 総じてヒラメ筋の H 反射を減少させることが明らかとなった．さらに, 

同側脚の運動は, 対側脚の運動よりも, H 反射の減少量が大きかった. この結果は, 前
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節の研究課題 2 の結果と一致しており, 同側の運動に伴って生じる体性感覚が, 対側の

運動に伴って生じる体性感覚よりも, ヒラメ筋の H 反射興奮性に対する抑制効果が強

いことを意味している. さらに, Brooke らの受動ペダリング運動を用いた研究におい

ても, 同側, 対側の股関節または膝関節の単関節運動を課した場合に H 反射が減少す

ることが示されており (Brooke et al., 1993), 本研究の結果と一致した． Brooke らは, 

その抑制メカニズムに関しては, 受動運動に伴って生じる膝関節と股関節の伸筋群の

筋紡錘が関与していると結論付けた (Brooke et al., 1997). もし，彼らの主張する通り，

H 反射の抑制機序が, 股関節・膝関節伸筋の筋紡錘由来であるならば, ペダリング運動

ではなくても, 本研究のような筋伸張を伴う受動ステッピングによって H 反射が抑制

されることに矛盾はない. その他, 股関節や膝関節の単関節運動による抑制もこれまで

報告されている (Brooke et al., 1993). 本実験とこれらの結果は, 運動パターンに関わ

らず, 筋の伸張によって H 反射の抑制が起こることを示唆している. 本研究結果から, 

研究課題１および研究課題 2 で示してきた受動ステッピング中の H 反射の抑制は, 股

関節および膝関節周囲筋の筋紡錘からの入力が主役であった可能性が高い. 

 

各関節運動間の H 反射の大きさの違い 

本研究の結果, 対側運動課題の膝関節条件を除いたすべての単関節受動運動課題に

おいて, 空中受動立位条件に比べて H 反射が有意に減少した. 同側脚・対側脚運動とも

に, 股関節+膝関節条件と股関節条件に比べて, 膝関節条件における減少量が小さい傾

向があった. しかし, この効果は対側脚運動において統計的に有意であったが, 同側脚

運動においては有意ではなかった. これらの結果は, ①歩行中のヒラメ筋 H 反射興奮

性が, 同側の股関節および膝関節の関節運動に由来する感覚入力によって抑制される

こと, ②同側の股関節と膝関節運動由来の体性感覚入力が有する抑制効果には, 統計的

有意差を生む程の大差がないこと, ③対側脚からの膝関節運動に由来する抑制が股関

節運動に比べて弱いことを示している. これらの結果と同様な結果は Brooke らが報告

している (Brooke et al., 1993). 彼らの用いた受動ペダリング運動課題においても, 複

合関節運動だけでなく, 一側の股関節または膝関節の単関節に限って動かした場合に

も H 反射が減少することを観察した. また, 同側の股関節と膝関節条件に大きな違い

は見られないものの, 対側に関しては, 膝関節よりも股関節条件の抑制効果の方が大き

かった. これらの結果は, 本研究の結果を支持する． 

その他, 本研究の結果を考察する上で Garret らの研究が重要である (Garret et al., 

1999). 彼らは, Brooke らが重要であるとした膝関節の運動に伴う感覚入力が H 反射の

歩行位相に依存した変化に及ぼす影響を調べるために, 通常歩行中と装具を用いて膝

関節の動きを制限した歩行中，つまり股関節と足関節のみでの歩行中のヒラメ筋 H 反

射の振幅を比較した. その結果, 膝関節を固定した場合においても，通常歩行と同様な

H 反射の変化パターンが観察された. この結果から, 彼らは, 膝関節の運動に伴う感覚
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入力の有無が H 反射変調パターンに影響を及ぼさないことを主張した. しかし, 彼ら

の行った歩行課題は, 上位中枢の下行性指令も含まれる能動的な歩行であったため, 膝

関節運動由来の末梢感覚入力のみを統制しただけでなくそれに付随した下行性指令の

変化も生じている可能性があり，末梢感覚入力のみの影響をみることは困難であったと

考えられる. ただし, 同側脚の膝関節＋股関節条件と，股関節条件と膝関節条件におい

て抑制効果に大差がなかった本研究結果を踏まえると, 彼らの主張と矛盾しない結果

となったといえる.  

 

・各条件における位相依存的変化 

H 反射の位相に応じた変調について, 同側の膝関節条件を除いては同側脚と対側脚

の運動課題ともに, 位相の主効果はみられなかった. この点は, 先に述べた Brooke ら

のペダリングを用いた実験結果と相違がある. Brooke らによれば, 同側の受動的ペダ

リング中に観察される H 反射の位相依存的な抑制は, 大腿筋群の Ia 入力によって生じ

ると考えられた. もし Brooke らの主張が正しいとすれば, 本研究の Lokomat®を用い

た受動ステッピング中, 特に，大腿筋群の伸長を伴う膝関節の屈曲方向の角速度が大き

い位相で強く抑制されるはずである. 図 14 を見ると, 同側膝関節のみの運動条件で最

も膝関節屈曲速度が大きい位相 4 で H 反射振幅が小さくなっており, 位相 3 と位相 4

の間のみに有意な差が見られたことから, Brooke らの説と矛盾しない結果となってい

た. ただし，位相 3 と位相 4 では, 膝関節の屈曲速度だけでなく，膝関節屈曲角度も違

うため，両者の影響を切り分けることが出来ない．この点は，本研究の限界である．ま

た，同側膝関節の屈曲を伴う股関節+膝関節条件においては, 位相に依存した変化がな

い点に関しては今後の検討課題としたい． 一方で, 対側運動に関して Brooke らは, 対

側脚の受動的ペダリング運動では位相依存的変化がみられないことを示している. こ

の点は, 本研究の結果と完全に一致していた．おそらく，対側からの感覚入力は, 持続

的な同側 H 反射経路の抑制に関与している可能性が考えられる.  

通常歩行中の H 反射興奮性動態を示した研究によると, H 反射の振幅が立脚相で大

きく, 遊脚相で小さくなることが報告されている (Capaday and Stein, 1987). 位相依

存的な変化に関する機序については, 末梢及び中枢神経の関与が考えられるが, 完全に

解明されていない．この点に関して，免荷式動力型歩行補助装置を用いた研究で, 体性

感覚情報のみで, 位相依存的に H 反射が変化することを示されたが, 通常歩行に比べ

て変化が小さかった (Kabamiyashi et al., 2010). 加えて, 脊髄損傷患者などでは H 反

射の位相依存的変化が消失または減弱すること (Yang et al., 1991) からも, 位相依存

的な変化には, 体性感覚情報とともに上位中枢の関与が示唆される. 両機序が働くこと

で健常者の通常歩行に見られる強い位相依存性を示すものと考えられる. 本実験では, 

同側膝関節運動課題の位相 3 と 4 の間を除いて H 反射の位相依存的変調に有意な差は

認められなかった. ただし, 一部の被検者では, 同側脚の運動において歩行遊脚相に相
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当する位相で抑制された被検者も複数いたため, 本研究の同側脚運動のみの体性感覚

情報は, 統計的に有意な位相依存的変調を生み出すほど、その効果が強くないことを意

味している. したがって, 通常歩行中に観察される H 反射振幅変調における強い位相

依存性は末梢感覚入力のみならず上位中枢からの下行性入力が大きな役割を果たして

いる可能性が強く示唆される. . 

 

5-3-5 小括 

 

 

本研究課題の目的は, 歩行中の関節運動に伴う体性感覚情報のうち, 同側・対側下肢

の各関節運動由来の体性感覚情報がどの程度ヒラメ筋 H 反射興奮性を変調させるのか

を明らかにすることであった． 

  その問題を解決するために, 片脚のみの股関節と膝関節の複合関節運動, 股関節のみ

の運動, 膝関節のみの運動中の H 反射を記録し，評価した．その結果, 研究課題 2 と同

様に同側脚運動で H 反射振幅が著しく減少した．その減少は, 股関節のみの運動と膝

関節のみの運動でも生じた．一方, 対側の運動でも H 反射の減少が見られたが, その減

少量は同側の運動と比較して小さかった． 

  以上のことから, 同側脚の股関節と膝関節の両関節の運動によって生じる体性感覚

がヒラメ筋 H 反射を強く抑制することが明らかとなった. 
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5-4 下肢複数筋に脊髄反射を誘発するための経皮的脊髄電気刺激法の確立 

－陰極・陽極刺激部位および刺激強度の検討－ 

 

5-4-1 目的 

 

 

従来, 脊髄反射回路の興奮性を調べるために H 反射法が広く用いられてきた. この

方法は, 低閾値の Ia 感覚神経に対して電気刺激をすることで 電気的に伸張反射応答を

誘発するものである. 今では，ヒトを対象とした運動制御の研究や臨床診断において主

要なツールとなっている. ただし, 誘発可能な筋が限られるなど方法論上の問題がある． 

そのため, 下肢の H 反射については, 比較的誘発が容易なヒラメ筋を被検筋とするこ

とが多い. しかし, ヒトの脊髄神経制御メカニズムの解明のためには, ヒラメ筋以外の

他の筋の脊髄反射興奮性についても評価する必要がある．  

近年, 上記の問題点を克服した新たな手法として, 経皮的脊髄刺激による脊髄反射法

が開発され，確立されつつある. この方法は, 胸椎・腰椎直上の皮膚に電極を貼付し, 電

気刺激を脊髄，特に脊髄後根に与えることにより, 下肢の複数筋に, 同時に,脊髄反射を

誘発するというものである. 誘発される脊髄反射は, ”Multisegmental monosynaptic 

response” (Courtine et al., 2007)や “Posterior-root muscle reflex” (Minassian et al., 

2007) と呼ばれている. 経皮的脊髄刺激によって誘発された反応は，H 反射と類似した

特徴を有しており, 数十ミリ秒前に先行する刺激や振動刺激によって応答が減少する

特徴がある．そのため，H 反射と類似の神経回路を介した反応と考えられている 

(Courtine et al., 2007). 既に，この手法は, 立位や歩行などの運動課題中に利用され, 

一定の研究成果を挙げている (Courtine et al., 2007; Hostoetter et al., 2008; Dy et al., 

2010). しかし, 図 17 に示す通り, 研究者間で誘発のための電極貼付部位が異なり, 方

法論が十分に確立されていない. そこで, 本研究は陰極と陽極の刺激部位の違いの影響

を検討し，脊髄反射誘発のための最適な刺激部位を調べることを目的とした.  
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図 17. 先行研究における陽極-陰極刺激部位と刺激電極の大きさ 

陽極: 腸骨に貼付する場合と腹部に貼付する場合がある． 

陰極: 下位胸椎に貼付する場合と, 上位腰椎に貼付する場合がある． 
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5-4-2 方法 

 

 

・被検者 

中枢神経疾患の既往歴のない健常成人男性 8 名 (年齢 29.8 ± 4.3 歳, 平均 ± 標準

偏差) が, 本実験に参加した. すべての被検者は, 実験内容について事前に十分な説明

を受けた上で実験に参加した. 本研究は, 国立障害者リハビリテーションセンター研

究所の倫理委員会によって承認を受けている. 

 

・表面筋電図の測定 

表面電極  (素材 : 銀 /塩化銀 , 電極形状 : 円盤型 , 直径 : 10mm, F-150S, Nihon 

Kohden) の双極誘導法により, 右脚の前脛骨筋, ヒラメ筋, 内側腓腹筋, 外側腓腹筋, 

内側広筋, 外側広筋, 大腿直筋, 大腿二頭筋から表面筋電位信号を計測した. 電極は各

筋の筋腹上に, 電極中心間距離 20 mm で貼付された. 貼付部位の皮膚表面の電気抵抗

を落とすために, 電極貼付前にアルコール綿で皮膚の汚れをよく拭き取り, 専用のサン

ドペーパーを用いて皮膚表面の角質を落とした. 表面筋電位信号を生体アンプ (MEG-

6108, Nihon Kohden, Tokyo, Japan) により 1000 倍に増幅し, バンドパスフィルタ 

(周波数帯域 0.08-3kHz) を通した後, サンプリングレート 10 kHz にて, A/D 変換 (NI 

USB-6259, National Instruments, Texas, USA) し , データ集録ソフトウェア 

(LabVIEW, National Instruments, Texas, USA) を用いて, 刺激前 100ms, 刺激後

200ms をパーソナルコンピュータに取り込んだ. 

 

・経皮的脊髄電気刺激 

電気刺激装置 (DS7A, Degitimar 社) を用いて, 矩形波パルス (1ms 幅) の一定電流

刺激を脊髄に対して与えた. 実験①および実験②ともに, 同一の電極を用いた [陽極 

(素材：ステンレス網とジェル素材, 電極形状：四角型, 大きさ 50 mm×50 mm), 陰極 

(素材：銀/塩化銀, 電極形状：円盤型, 大きさ：10 mm)]. 誘発された反応に脊髄反射成

分を含むかどうか確かめるために, 先行研究に基づいて, 二連発刺激 (刺激間のインタ

ーバル 51 ms) を行った  (Courtine et al., 2007; Minassian et al., 2007; Dy et al., 

2010; Roy et al., 2012). 二発目に出現する反応が一発目に比べて減少していれば，シナ

プスを介した反応と考えられ，二発目と一発目が同一の反応の場合は，シナプスを介さ

ず運動神経軸索を刺激している可能性が考えられる. 実験①と実験②ともに, 10 mA か

ら 60 mA まで, 10 mA 毎に刺激強度を上げていき，6 段階の刺激強度を 5 回ずつ刺激

し, 計 30 回刺激し, 反応を記録した. 最終的に, 受動ステッピング中に脊髄反射を誘発

することを目的としているため，検査肢位は, 実験①，②ともに, 立位姿勢とした. 実

験①と実験②は, 同一被検者に対して行い, それぞれ別日に実施した. 実験時間は 2 時
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間程度であった． 

実験① 陰極貼付部位の検討 

陽極貼付部位は, 先行研究で最も多く採用されている腸骨稜とした. 記録筋は一側の

みであるため, 記録脚と同側の腸骨稜側面に貼付した. 陰極貼付部位に関しては, ①

Th10/Th11, ②Th11/Th12, ③Th12/L1, ④L1/L2, ⑤L2/L3, ⑥L3/L4, ⑦L4/L5, ⑧

L5/S1 の計 8 箇所に対して, 上述した通り, 6 段階の刺激強度を, 低い強度 (10mA) か

ら強い強度 (60mA) まで 5回ずつ刺激を行い, それぞれの貼付部位でそれぞれ計 30回

刺激し, 反応を誘発した.  

実験② 陽極貼付部位の検討 

陰極貼付部位に関しては，実験①と同様な手順で, 最も大きな反応が誘発され, 二連

発刺激において二発目の反応が一発目に比べて小さくなる部位を探し, 貼付した. 実験

中, 陰極は, 事前に探索した最適な部位に固定し, 計７箇所の陽極貼付部位の違いによ

る, 反応の違いを調べた. 陽極刺激部位に関しては, ①同側の上前腸骨棘, ②同側の腸

骨稜の側面, ③同側の上後腸骨棘, ④対側の上前腸骨棘, ⑤対側の腸骨稜側面, ⑥対側

の上後腸骨棘, ⑦腹部の計 7 箇所に対して, 上述した通り, 6 段階の刺激強度を, 低い強

度 (10mA) から強い強度 (60mA) まで 5 回ずつ刺激を行い，それぞれの貼付部位でそ

れぞれ 30 回刺激し，反応を誘発した． 

 

・データ解析 

まず, それぞれの条件で誘発した反応 (5 波形) を加算平均した．その後, 一発目の刺

激によって誘発された反応  (Response1), 二発目の刺激によって誘発された反応 

(Response2) の振幅値をそれぞれ算出した. Response1 の振幅値は, 経皮的脊髄刺激に

よる反応の大きさを示す. 次に, Response1の振幅値に対する Response2の振幅値の比

を以下の式で求め, Suppression index を算出した.  

Suppression index =  {1 − (
Response 2 の振幅値

Response 1 の振幅値
)} × 100 

この値が正の値を示す場合は, Response1 に比べて Response2 の振幅値が減少してお

り, 脊髄反射回路を介した反応を含むと解釈する．この値が正の値を示さない場合は, 

運動軸索などの刺激によって得られた反応であると解釈する.  
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・統計解析 

実験①に関しては, 反応の振幅値および Suppression index を反復測定の二元配置分

散分析 [陰極貼付部位 (水準数 8）×刺激強度 (水準数 6)] を用いて検定した. 実験②に

関しても，同様に反応の振幅値および Suppression index を反復測定の二元配置分散分

析 [陽極貼付部位 (水準数 7)×刺激強度 (水準数 6)] を用いて検定した. 二元配置分散

分析の結果, 有意な主効果が示されたときは, Bonferroni test を用いて多重比較が行わ

れた. Mauchly の球面性の仮定が棄却されたときには, Greenhouse-Geisser のイプシ

ロンを用い自由度と有意確率を再計算した. 記述統計は平均±標準誤差で示された. す

べての統計検定の有意水準は 5%と定められた.   
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5-4-3 結果 

 

 

・実験① 陰極貼付部位の検討 

  陽極を同側腸骨稜側面に固定し，陰極貼付部位を変えた．各筋における典型データお

よび平均データを図 18-25 に示した. 典型データでは，ヒラメ筋，外側腓腹筋，大腿二

頭筋における振幅値が，L2-L3 に貼付した場合に顕著に大きな値を示した．振幅値の平

均データにおいては，ヒラメ筋，内側腓腹筋，大腿二頭筋で部位の主効果があった [ヒ

ラメ筋; F(7, 49)=5.741, P<0.001, 内側腓腹筋; F(2.585, 18.092)=5.713, P<0.05, 大腿二頭筋; 

大腿二頭筋; F(7, 49)=4.573, P<0.01]. しかし，多重比較の結果，異なる貼付部位の間で有

意な差は見られなかった． 

  典型波形における先行刺激による振幅の減少は，前脛骨筋，ヒラメ筋，外側腓腹筋，

大腿二頭筋で生じていたが，内側腓腹筋，内側広筋，外側広筋，大腿直筋に関してはほ

とんど生じていなかった．Suppression index の平均データに関しては, ヒラメ筋, 外

側腓腹筋において部位の主効果があった [ヒラメ筋; F (2.897, 20.279)=7.998, P<0.01, 外側

腓腹筋; F (7, 49)=8.479, P<0.001]. 多重比較法の結果，ヒラメ筋においては，Th10-Th11, 

Th11-12, Th12-L1 に比べて, L1-L2 において有意に大きな値を示した (P<0.05)．外側

腓腹筋においては Th10-11 や Th11-12 に貼付したときに比べ，L1-L2，L2-L3, L5-S1

に貼付した時が有意に大きな値を示した (P<0.05). 全体的な傾向として，ヒラメ筋，内

側腓腹筋，外側腓腹筋，大腿二頭筋に関しては陰極貼付部位を変えることで反応性が大

きく変わるのに対し，前脛骨筋，内側広筋，外側広筋，大腿直筋に関しては貼付部位に

よる反応性の違いは見られなかった． 
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図 18. 陰極貼付部位と前脛骨筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 19. 陰極貼付部位とヒラメ筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 20. 陰極貼付部位と内側腓腹筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 21. 陰極貼付部位と外側腓腹筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 22. 陰極貼付部位と内側広筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 23. 陰極貼付部位と外側広筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 24. 陰極貼付部位と大腿直筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 
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図 25. 陰極貼付部位と大腿二頭筋の反応 

上段: 典型例１名のデータ. 左図は波形データ, 右図はその振幅値を示している. 一発

目の刺激による反応の大きさは灰色で, 二発目の刺激による反応の大きさは黒色で示

している．いずれも，刺激強度は 60mA である． 

下段: 8 名分の平均データ. 左図は振幅値のデータ. 右図は Suppression index を示し

ている． 

 

  



78 

 

・実験② 陽極貼付部位の検討 

  次に，陰極を固定し，陽極貼付部位を変えた．各筋の典型データを図 26-33 に示した．

A は典型波形，B は振幅値，C は Suppression Index を示している．ヒラメ筋，内側腓

腹筋，外側腓腹筋，大腿二頭筋に関しては，どの貼付部位においても先行刺激によって

振幅が減少した．一方で，前脛骨筋や大腿四頭筋 (内側広筋，外側広筋，大腿直筋) に

関しては，腹部や対側の腸骨稜に陽極を貼付した場合，先行刺激によって反応が完全に

消失するが，同側上前腸骨棘に陽極を貼付した場合は反応が残存していた． 各筋の振

幅値および Suppression Index の平均値を図 34-37 に示した．振幅値の平均データに

おいては，前脛骨筋，内側広筋，外側広筋，大腿直筋において部位の主効果があった [前

脛骨筋; F(2.269, 15.886)=5.389, P<0.05, 内側広筋; F(1.958, 13.705)=8.697, P<0.01, 外側広筋; 

F(2.205, 15.434)=9.443, P<0.01, 大腿直筋; F(6, 42)=32.474, P<0.001]. 多重比較法の結果，大

腿直筋においては，同側の上前腸骨棘に貼付した場合，他の部位に貼付した場合に比較

して有意に反応が大きくなった (それぞれ，P<0.05)．Suppression Index の平均データ

に関しては，外側広筋，大腿直筋において部位の主効果があった [外側広筋; F(2.697, 

18.882)=0.049, P<0.01, 大腿直筋; F(6, 42)=32.474, P<0.001]. その後，多重比較検定を行っ

たが有意差は見られなかった． 
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図 26. 陽極貼付部位と前脛骨筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線) および腹部 (赤線) に貼付し誘発した際の反応の違

い．刺激強度は 60mA である．それぞれ 5 波形の加算平均波形を示している．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 27. 陽極貼付部位とヒラメ筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘に貼付し誘発した際の反応．刺激強度は 60mA である．5 波

形の加算平均波形を示している．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 28. 陽極貼付部位と内側腓腹筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線)に貼付し誘発した際の反応．刺激強度は60mAである．

それぞれ 5 波形の加算平均波形を示している．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 29. 陽極貼付部位と外側腓腹筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線)に貼付し誘発した際の反応．刺激強度は60mAである．

それぞれ 5 波形の加算平均波形を示している．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 30. 陽極貼付部位と内側広筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線) および腹部 (赤線) に貼付し誘発した際の反応の違

い．刺激強度は 60mA である．それぞれ 5 波形の加算平均波形を示している．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 31. 陽極貼付部位と外側広筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線) および対側腸骨稜側面 (緑線) に貼付し誘発した際

の反応の違い．刺激強度は 60mA である．それぞれ 5 波形の加算平均波形を示してい

る．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 

 

 

  



85 

 

 

 

 

図 32. 陽極貼付部位と大腿直筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線) および対側腸骨稜側面 (緑線) に貼付し誘発した際

の反応の違い．刺激強度は 60mA である．それぞれ 5 波形の加算平均波形を示してい

る．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 33. 陽極貼付部位と大腿二頭筋の反応 (典型例 1 名) 

A: 陽極を同側上前腸骨棘 (青線) に貼付し誘発した際の反応の違い．刺激強度は 60mA

である．それぞれ 5 波形の加算平均波形を示している．  

B: 各条件で得られた反応の振幅値 (mV) の平均値 

C: 各条件で得られた反応の Suppression Index の値の平均値 
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図 34. 陽極貼付部位と前脛骨筋とヒラメ筋の反応 (被検者 8 名の平均データ) 

左は振幅値, 右は Suppression index の結果を示している． 
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図 35. 陽極貼付部位と内側腓腹筋と外側腓腹筋の反応 (被検者 8 名の平均データ) 

左は振幅値，右は Suppression index の結果を示している． 
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図 36. 陽極貼付部位と内側広筋と外側広筋の反応 (被検者 8 名の平均データ) 

左は振幅値，右は Suppression index の結果を示している． 
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図 37. 陽極貼付部位と大腿直筋と大腿二頭筋の反応 (被検者 8 名の平均データ) 

左は振幅値，右は Suppression index の結果を示している． 
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5-4-4 考察 

 

 

本研究は，陽極と陰極の刺激部位の違いの影響を検討し，脊髄反射誘発のための最適

な電極貼付部位を調べ, 方法論を確立することを目的として行った. 実験①では, 陰極

貼付部位について，実験②では陽極貼付部位について検討した． 

・陰極の最適な貼付部位 

陰極貼付部位に関しては，ヒラメ筋，内側腓腹筋，大腿二頭筋における反応の振幅値

に部位の主効果が見られ, これらの筋の反応の大きさに陰極貼付部位が重要な要素で

あることが示された．また，ヒラメ筋，外側腓腹筋の Suppression index が上位腰椎に

貼付した場合に大きな値を示した. 先行研究において, 図 17 に示した通り，下位胸椎

と上位腰椎が最適な刺激部位として採用されてきたが，本研究の結果では，反応振幅値

及び Suppression index が上位腰椎で大きな値を示したことから, Roy らの上位腰椎に

貼付する方法を支持する結果であった (Roy et., 2012). 一方，大腿四頭筋や前脛骨筋に

ついては，陰極貼付部位に関係なく, 脊髄反射の誘発が困難であった． 

・陽極の最適な貼付部位 

  陽極貼付部位に関しては, 前脛骨筋, 内側広筋, 外側広筋, 大腿直筋における反応の

振幅値に部位の主効果が見られ, これらの筋の反応の大きさに陽極貼付部位が重要な

要素であることが示された. また, 外側広筋と大腿直筋の Suppression index において

も部位の主効果が見られた. 全体的な傾向として, 同側の腸骨稜に陽極を貼付した場

合, 脊髄反射成分を誘発することが困難であった. これらの結果から, 脊髄反射誘発の

ための刺激部位としては，対側の腸骨稜または腹部が最適であると考えられる. 経皮

的脊髄刺激によって誘発するひとつの利点として両脚の筋に同時に脊髄反射を誘発可

能であることが挙げられ, Dy らは陽極を両側の腸骨稜に貼付して両下肢から脊髄反射

を誘発している (Dy et al., 2010). しかし，腸骨陵に貼付しているため, 誘発された反

応に, 運動神経の興奮など脊髄反射以外の要素が関与している可能性が考えられる．

Minassian らの陽極貼付位置は，腸骨陵に置かずに，腹部に貼付し，効果的に両側の

下肢の脊髄反射を誘発している (Minassian et al., 2007). 本研究の結果は，

Minassian らの陽極刺激の方法を支持する結果であったといえる． 

ただし，脊髄後根の解剖学的な位置関係は，個人毎異なる可能性があるため，実験

前に二連発刺激を用いて脊髄反射成分の有無を確認して実験を開始する必要がある． 
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5-4-5 小括 

 

 

  陰極刺激部位に関しては, 上位腰椎棘突起間の皮膚上に電極を貼付することで, ヒラ

メ筋，腓腹筋，大腿二頭筋の脊髄反射を誘発可能であることが分かった. 前脛骨筋と大

腿四頭筋に関しては効果的に脊髄反射を誘発することが困難であった． 

陽極刺激部位に関しては, 同側腸骨稜 (上前腸骨棘, 腸骨稜側面, 上後腸骨棘) にお

いては, Suppression index が他の刺激部位に比べて小さかったため，運動神経の興奮

によって生じた反応と考えられた．一方で, 腹部および対側腸骨稜に貼付す場合は, 

Supression index が大きな値を示し, 脊髄反射を誘発できることが分かった． 

本研究の結果から，陰極を上位腰椎，陽極を腹部に貼付する方法が最も効果的に脊髄

反射を誘発可能であることが示された． 
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5-5 ヒト歩行中の体性感覚情報が下肢複数筋の脊髄反射興奮性に及ぼす影響 

 

 

5-5-1 目的 

 

 

歩行中のヒラメ筋 H 反射の振幅が, 課題や位相に依存して変調することが知られて

いる (Capaday and Stein, 1986, 1987).これらの変調には, 上位中枢からの下行性指令

および末梢感覚入力が関与しているとされている (Knikou et al., 2010)，しかし，その

背後の神経メカニズムについては未だに完全に明らかになっていない．近年, 歩行中の

体性感覚が脊髄反射興奮性に及ぼす影響を明らかにするために，免荷式動力型歩行補助

装置 Lokomat®が用いられてきた (Kamibayashi et al., 2010; Nakajima et al., 2012; 

Masugi et al., 2015). この装置の利用により, 下行性指令の影響を最小にした状況下で, 

通常歩行に類似したステッピング運動を課すことが可能である. 受動ステッピング中

に生じる脊髄反射興奮性の変化は, 体性感覚情報の影響を反映しているものと考えら

れている. この装置を用いた Kamibayashi らの研究により, 股関節と膝関節由来の運

動に伴う感覚情報が, 全位相に渡って, ヒラメ筋 H 反射を抑制することが示唆された 

(Kamibayashi et al., 2010). ステッピング運動に伴う感覚情報は, 通常歩行中のヒラメ

筋の H 反射興奮性に対して強い抑制効果を有すると考えることができる．しかしなが

ら, 歩行中の体性感覚情報が, ヒラメ筋の H 反射と同様に，歩行中に活動する他の下肢

の筋の脊髄反射に対しても, 同様な効果を有するかどうかは未だに不明である. 

近年, 下肢の複数の筋の脊髄反射興奮性を調べるために, 経皮的脊髄刺激による脊髄

反射法が用いられてきた (Courtine et al., 2007; Minassian et al., 2007; Hofstoetter et 

al., 2008; Dy et al., 2010). 誘発される脊髄反射は，”Multisegmental monosynaptic 

response” (Courtine et al., 2007) または “Posterior-root muscle reflex” (Minassian et 

al., 2007) と呼ばれている. この反応は, H 反射の特徴と類似しており, 先行する電気

刺激や振動刺激によって応答が減少する特徴がある. そのため, 経皮的脊髄刺激によっ

て誘発される脊髄反射は, 単シナプス脊髄反射の興奮性を主に反映していると考えら

れている (Courtine et al., 2007). この手法を用いた先行研究において, 通常歩行中, 

下肢の多数の筋の脊髄反射が課題および位相依存で変化することが報告されている. 

さらに, 臨床的完全脊髄損傷者, すなわち上位中枢と脊髄の連絡が絶たれた状況におい

ても, 健常者と同様に脊髄反射興奮性が変化することが示されている (Dy et al., 2010). 

これらの研究に基づき, 本研究では, 歩行中に生じる体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射

と同様に, 下肢複数筋における脊髄反射の興奮性を変化させると仮説を立てた. この仮

説を検証するために, 免荷式動力型歩行補助装置による受動ステッピング課題を用い

て, 歩行に関連した体性感覚情報のうち，特に, 歩行時の脚の運動に伴う体性感覚情報
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が, 経皮的脊髄電気刺激によって誘発される下肢複数筋における脊髄反射興奮性に及

ぼす影響を調べた. 
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5-5-2 方法 

 

 

・被検者 

中枢神経疾患の既往歴のない健常成人男性 10 名 (年齢 28.4 ± 1.6 歳, 平均 ± 標準

偏差) が, 本実験に参加した. すべての被検者は, 実験内容について事前に十分な説明

を受けた上で実験に参加した. 本研究は, 国立障害者リハビリテーションセンター研究

所の倫理委員会によって承認を受けている. 

 

・実験セットアップ 

研究 1 と同じ実験セットアップを用いて実験を行った.  

 

・運動課題 

本研究では, 歩行時の脚の運動に伴う体性感覚の影響を調べるために, 3 つの異なる

ステッピング速度 (ストライド周波数; 14, 25 と 36 回/分) 条件下で, 空中受動ステッ

ピング課題を行った. また, 空中受動ステッピング課題に加えて, 空中受動立位課題も

行った. 被検者は, 実験中, 脚をリラックスするように指示された. 実験者は，コンピュ

ータに映し出された下肢の筋電位信号を見ながら，筋活動がないことを確認しながら実

験が行われた. 筋活動が出現した場合は, その都度, 安静にするように実験者が被検者

に口頭で指示した. ステッピング課題中, 脊髄反射は, 右脚立脚中期のタイミングで誘

発された. この位相は, 右脚の股関節および膝関節の角度が, 受動立位条件と近いため, 

脊椎のアライメントの変化による刺激効率の変化を最小限にすることができると考え

選択された. 脊髄反射は各条件 10 発ずつ記録された. なお, 順序効果を排除するため

に, 実験順序は被検者間で, ランダムに行われた. それぞれの実験時間は 1 時間程度で

あった.  

 

・表面筋電図の測定 

表面電極  (素材 : 銀 /塩化銀 , 電極形状 : 円盤型 , 直径 : 10mm, F-150S, Nihon 

Kohden) の双極誘導法により, 右脚の前脛骨筋, ヒラメ筋, 内側腓腹筋, 外側腓腹筋, 

内側広筋, 外側広筋, 大腿直筋, 大腿二頭筋から表面筋電位信号を計測した. 電極は各

筋の筋腹上に, 電極中心間距離 20 mm で貼付された.貼付部位の皮膚表面の電気抵抗を

落とすために, 電極貼付前にアルコール綿で皮膚の汚れをよく拭き取り, 専用のサンド

ペーパーを用いて皮膚表面の角質を落とした. 表面筋電位信号を生体アンプ (AB-

621B, Nihon Kohden, Tokyo, Japan) により 1000 倍に増幅し, バンドパスフィルタ 

(周波数帯域 15-3kHz) を通した後, サンプリングレート 10 kHz にて, A/D 変換 (NI 

USB-6259, National Instruments, Texas, USA) し , データ集録ソフトウェア 
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(LabVIEW, National Instruments, Texas, USA) を用いて, 刺激前 100ms, 刺激後

200ms をパーソナルコンピュータに取り込んだ. 

 

・下肢筋群の脊髄反射の誘発 

下肢の複数筋に脊髄反射を誘発するために, 電気刺激装置 (DS7A, Degitimar 社) を

使用して, 矩形波パルス (1ms 幅) 状の一定電流刺激を経皮的に脊髄に対し与えた.刺

激電極の貼付位置に関しては, 陽極 (素材：ステンレス網とジェル素材, 電極形状：四

角型, 大きさ 100 mm×75 mm) を腹部に, 陰極 (素材：ステンレス網とジェル素材, 電

極形状：四角型, 大きさ 50 mm×50 mm) を, 最も大きな反応が多数の筋でみられる棘

突起間の皮膚上に貼付した.6 名の被検者においては L1/L2 棘突起間, 4 名の被検者にお

いては L2/L3 棘突起間が最適な刺激部位と判断され, その部位に陰極刺激電極を貼付

した. 先行研究に基づいて, 二連発刺激 (刺激間のインターバル=50 ms または, 51 

ms) を使い, 脊髄反射成分の有無を確かめた (Courtine et al., 2007; Minassian et al., 

2007; Dy et al., 2010; Roy et al., 2012). 電極の動きを防ぐために, 弾性コルセットを

体幹に巻き, 電極を固定した. 刺激強度に関しては, 二連発刺激を使ったテストに基づ

いて調節され, 実験中一定に保たれた (92.5 ± 2.4 mA, mean±SE). 各条件, 5 秒以上の

間隔を空けて 10 発ずつ脊髄反射が誘発され, 記録された.  

 

・データ解析 

誘発された脊髄反射の大きさを定量化するために, 5-50ms 内に出現する反射応答の

振幅値を算出した. また, 背景筋活動電位を算出するために, 刺激前の 50ms の筋電位

の二乗平均平方根値を算出した. 脊髄反射の振幅値 (mV) の個人間のばらつきを少な

くするために, 各筋の空中受動立位課題時の脊髄反射振幅値で正規化した.  

 

・統計解析 

誘発された反応が脊髄反射の成分を含むかどうか確かめるために, 対応のある t 検定

を使って, 二連発刺激の際の二発目に誘発された反応の振幅値と一発目に誘発された

反応が比較された. 脊髄反射の振幅に関しては, 1 標本の t 検定を用いて, 空中受動立位

課題条件と空中受動ステッピング課題の各速度条件の違いを調べた. ステッピング速

度 (ストライド周波数; 14, 25 と 36 回/分) の影響に関しては, 反復測定の一元配置分

散分析を用いて調べた. 背景筋活動電位については, 反復測定の一元配置分散分析を使

って, 各条件間で比較された. 一元配置分散分析により, 有意な主効果が示されたとき

は, Bonferroni 法を用いて多重比較が行われた. 分散分析に際し，Mauchly の球面性の

仮定が棄却されたときには, Greenhouse-Geisser のイプシロンを用い自由度と有意確

率を再計算した. 記述統計は平均±標準誤差で示された. すべての統計検定の有意水準

は 5%と定められた.  
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5-5-3 結果 

 

 

誘発された反応が反射の成分を含むかどうか確かめるために, 二連発刺激 (50 ms ま

たは 51 ms 間隔) が, 空中受動立位課題中に与えられた. 図 38A は, 被検者 1 名の代

表例である. この例では, 全部の筋で一発目の刺激によって大きな反応が起きたが, 二

発目の刺激の反応は見られなかった. 図 38B は, 全被検者 10 名分の平均データおよび

個人データである. 二連発刺激の際の一発目と二発目の反応の振幅は, 対応あるｔ検定

を用いて比較された. その結果, 前脛骨筋, ヒラメ筋, 内側腓腹筋, 外側腓腹筋と大腿

二頭筋において, 二発目の刺激の反応の振幅値が, 一発目のものと比較して有意に小さ

かった (P<0.05). 一方で, 大腿四頭筋 (内側広筋, 外側広筋, 大腿直筋) においては, 

一発目と二発目の刺激による反応の大きさに差がなかった. 次に, 個人毎に対応のある

t 検定を行ったところ, 全被検者 10 名中, 内側広筋で 9 名, 外側広筋では 8 名, 大腿直

筋では 5 名の被検者で二発目の反応が一発目の反応に比べて有意に小さかった. 以降

の結果については, 被検者毎の解析で一発目に比べて二発目が有意に小さかった筋の

みを対象に解析を行った. したがって，前脛骨筋，ヒラメ筋，内側腓腹筋，外側腓腹

筋，大腿二頭筋に関しては 10 名分のデータを解析対象とし，内側広筋，外側広筋，大

腿直筋に関しては，それぞれ，9 名，8 名, 5 名分のデータを解析対象とした． 

図 39 は, 図 38a で示した被検者の空中受動立位課題および空中受動ステッピング課

題時の脊髄反射の波形を示した. 記録されたすべての筋において, 反応の振幅が, 空中

受動立位条件に比べて, 空中受動ステッピング条件で小さくなった. さらに, 空中受動

ステッピング中に測定された反応の振幅が, 受動ステッピングの速度の増加に伴い減

少した. 図 40 に, 全被検者 10 名分の平均データおよび個人データを示した. 前脛骨筋 

(14, 25, 36 回/分), ヒラメ筋 (14, 25, 36 回/分), 内側腓腹筋 (14, 25, 36 回/分), 外側

腓腹筋 (14, 25, 36 回/分), 内側広筋 (25 回/分), 大腿直筋 (25, 36 回/分) および大腿

二頭筋 (25, 36 回/分) における脊髄反射の振幅は, 空中受動立位課題に比べて空中受

動ステッピング課題で小さくなった (1 標本の t 検定, P<0.05). 反復測定の一元配置分

散分析により, 下腿の筋においてステッピング速度の有意な主効果があった [前脛骨

筋, F (1.171, 10.535) = 6.083, P < 0.05; ヒラメ筋, F (1.248, 11.233) = 15.304, P < 0.01; 内側腓腹

筋, F (1.181, 10.632) = 6.931, P<0.05; 外側腓腹筋, F (1.237, 11.131) = 10.091, P <0.01]. さらに

多重比較検定により, ヒラメ筋と外側腓腹筋において脊髄反射の振幅が, ステッピング

速度の増加に伴って有意に減少した [ヒラメ筋, 14 回/分 vs 25 回/分, P < 0.05; ヒラ

メ筋, 14 回/分 vs 36 回/分, P < 0.01; 外側腓腹筋, 14 回/分 vs 25 回/分, P < 0.05; 外

側腓腹筋, 14 回/分 vs 36 回/分, P < 0.05]. 一方で, 内側広筋, 外側広筋, 大腿直筋, 大

腿二頭筋においては, ステッピング速度の有意な主効果は見られなかった [内側広筋, 

F (2, 16) = 0.681, P > 0.05; 外側広筋, F (2,14) = 0.292, P > 0.05; 大腿直筋, F (2,8) =0.318, P 
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> 0.736; 大腿二頭筋, F (2,18) = 1.984, P > 0.05]. 記録筋における背景筋活動のレベルは, 

無視できるほど小さく, どの筋においてもステッピング条件の有意な主効果は見られ

なかった [前脛骨筋, F (1.024, 9.220) =1.246, P > 0.05; ヒラメ筋, F (1.494, 13.450) = 3.332, P > 

0.05; 内側腓腹筋, F (1.024, 9.213) = 3.410, P > 0.05; 外側腓腹筋, F (1.178, 10.606) = 0.807, P > 

0.05; 内側広筋, F (1.553, 13.977) = 0.641, P > 0.05; 外側広筋, F (1.377, 12.394) = 0.662, P > 

0.05; 大腿直筋, F (1.089, 9.797) = 2.453, P > 0.05; 大腿二頭筋, F (1.855, 16.691) = 1.803, P > 

0.05]. 
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図 38. 二連発の経皮的脊髄刺激による反応 

A: 典型例 1 名の波形. 一発目 (First) の反応は大きいが，二発目 (Second) の反応は

減少していた. 刺激間隔は 50 ms である． 

B: 10 名分の平均データを示した．*; P<0.05 
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図 39. 空中受動立位および受動ステッピング中の脊髄反射 (代表例 1 名) 
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図 40. 空中受動立位および受動ステッピング中の脊髄反射の振幅値 (平均データ) 

左: 脊髄反射の振幅値 (mV)の大きさを示している．棒グラフは平均データ，折れ線グ

ラフは個人データを示している． 

右: 脊髄反射の振幅 (mV) を空中受動立位時の脊髄反射振幅値 (mV) で正規化したデ

ータ．●は平均データを，○は個人データを示している． 
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5-5-4 考察 

 

 

本研究は歩行中の脚の運動に関連した体性感覚が, 下肢の複数筋の脊髄反射興奮性

を変調させるかどうか調べた. その結果, 外側広筋以外の記録したすべての筋の脊髄反

射振幅が, 空中受動立位課題に比べて空中受動ステッピング課題で減少した. さらに, 

ヒラメ筋と外側腓腹筋においては, 空中受動ステッピング中に記録された反応の振幅

が, ステッピング速度の増加に伴い減少した. この結果は, 歩行中の脚の運動に関連し

た体性感覚が, ヒラメ筋だけでなく, 下肢の複数筋の脊髄反射興奮性を抑制する可能性

を示唆している.  

 

・経皮的脊髄刺激によって誘発される反応 

本研究では, 先行研究に基づき (Courtine et al., 2007; Minassian et al., 2007; Dy et 

al., 2010; Roy et al., 2012), 経皮的脊髄刺激によって誘発される反応に反射成分が含ま

れるかどうか最初に調べた. 二発目の反応の平均の振幅が, 一発目のものよりも, 前脛

骨筋, ヒラメ筋, 内側腓腹筋, 外側腓腹筋, 大腿二頭筋に比べて有意に小さかった. 数

名の被検者おいては, 大腿四頭筋においても, 同様な抑制効果見られた. これらの効果

は, H 反射で観察される“post-activation depression  (PAD) “の効果 (Hultborn et al., 

1996) と類似しており, 単に運動軸索が刺激されたことによる反応ではなく，H 反射の

ような脊髄反射回路が, 本研究の経皮的脊髄電気刺激による反応に主に関与している

と考えられる． 

  

・歩行中の感覚情報が経皮的脊髄電気刺激によって誘発される脊髄反射に及ぼす影響 

免荷式動力型歩行補助装置を使った先行研究においては, ヒラメ筋の H 反射が空中

受動立位条件に比べて空中受動ステッピング中に減少することが報告されている 

(Kamibayashi et al., 2010). さらに, 研究課題１で示したように，ヒラメ筋 H 反射の振

幅は, 受動ステッピング速度の増加に伴い減少した (Masugi et al., 2015). これらの結

果は, 運動に関連した体性感覚が, ヒラメ筋 H 反射回路興奮性を抑制することを示し

ている. 本研究において, 経皮的脊髄電気刺激によって誘発されるヒラメ筋の脊髄反射

においても, 空中受動立位課題に比べて, 空中受動ステッピング課題で小さくなった. 

さらに受動ステッピングにおいて, ステッピング速度が速い条件 (18 回/分と 26 回/

分) において遅い条件 (10 回/分) に比べて有意に小さくなった. この結果は, H反射を

使った以前の研究と一致していた．これらの結果は歩行中の運動に伴う感覚情報が，少

なくともヒラメ筋においては脊髄反射を抑制する効果を有することを示している． 

外側広筋を除いた他の筋の脊髄反射に関しては, ヒラメ筋と同様に, 空中受動立位課

題に比べて, 空中受動ステッピング課題中，その振幅値が有意に小さくなった. 当然の
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ことであるが，歩行に関わる下肢の筋には，機能的な役割に大きな違いがある．例えば，

下腿三頭筋は，立脚中期と終期に駆動力の生成に貢献する．一方で，前脛骨筋は遊脚中

の下垂足を防ぎ，クリアランスを保つために働く．しかし，本研究結果は，機能的役割

の異なる遠位および近位の屈筋伸筋に関係なく，運動に関連した感覚情報が，下肢の筋

全体の脊髄反射興奮性に対して抑制する効果を有することを示唆している． 

先行研究において, 運動パターンや姿勢に違いがあるが, 収縮中に誘発された前脛骨

筋の H 反射が受動ペダリング中に抑制されることが示されている  (Brooke et al., 

1997). また, 経皮的脊髄電気刺激による脊髄反射が, 受動的な一側下肢の股関節屈曲

伸展運動によって, 静止条件に比べて小さくなることが報告されている (Minassian et 

al., 2007). 本研究結果とこれらの結果を考慮すると, 受動運動の違いに関係なく, ヒラ

メ筋以外の筋の脊髄反射が受動的な下肢の運動によって抑制される可能性が高い. さ

らに, 臨床的な完全脊髄損傷者の研究において, Dy らは, 下肢筋群における経皮的脊髄

電気刺激によって誘発される脊髄反射が, 徒手での介助歩行中に抑制されることが報

告されている (Dy et al., 2010). 完全脊髄損傷者においては脊髄上位中枢が, 脊髄反射

を変調させる可能性は低いため, 末梢の体性感覚入力が受動ステッピングの下肢複数

筋でみられる脊髄反射の抑制に関与しているものと考えられる.  

本研究において, 脊髄反射の変調に関与する感覚受容器を特性することはできない

が, 筋紡錘の活動がこの脊髄反射の抑制に関与している可能性が考えられる. 先行研究

において, 筋紡錘の一次終末および二次終末を活動させるアキレス腱の振動刺激 

(Burke et al., 1976) によって, 下肢の複数筋における脊髄反射が抑制されることが示

されている (Minassian et al., 2007). さらに, 動物実験で, 受動的な膝関節の運動中の

第二背側骨間筋の H 反射の抑制に, 大腿四頭筋の筋の筋紡錘が関与していることが示

されている (Misiazek et al., 1995). もし受動運動中の脊髄反射の抑制に共通のメカニ

ズムが関与しているならば, 本研究の脊髄反射の抑制における第一の起源は, 筋紡錘の

感覚受容器によるものと考えられる.  

 

5-5-5 小括 

 

 

  本研究の結果，経皮的脊髄刺激によって誘発された脊髄反射の振幅が，空中受動立位

課題に比べて空中受動ステッピング課題において外側広筋以外のすべての記録した筋

で減少した． 

この結果は, 歩行中の運動に伴う感覚情報が, ヒラメ筋のみならず, 下肢の複数の筋

の脊髄反射を抑制することを示唆している．   
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第 6 章 総合考察 
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本博士論文は「ヒト歩行中の体性感覚情報が脊髄神経回路興奮性に及ぼす影響」を明

らかにするために 5 つの研究課題を設定し, 実験を行った. その結果, 得られた知見は

以下の通りである. 

研究課題 1 

「受動ステッピングの速度の違いがヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響」 

結果：空中受動ステッピングの速度増加に伴いヒラメ筋 H 反射振幅が減少した． 

→歩行時の下肢の運動に伴う体性感覚がヒラメ筋 H 反射を抑制することを示した． 

 

研究課題 2 

「一側下肢からの体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響」 

結果：空中受動立位課題中に比べて，片脚空中受動ステッピング課題中のヒラメ筋 H 反

射振幅値が小さかった． 

      対側に比べ，同側の片脚ステッピング中の H 反射振幅が小さかった． 

→同側脚の体性感覚がヒラメ筋 H 反射を強く抑制することを示した． 

 

研究課題 3 

「下肢単関節運動由来の体性感覚情報がヒラメ筋 H 反射興奮性に及ぼす影響」 

結果：股関節・膝関節の単関節運動課題中のヒラメ筋 H 反射振幅が空中受動立位課題

中に比べて小さかった． 

→股・膝関節の運動による体性感覚がヒラメ筋 H 反射を抑制することを示した． 

 

研究課題 4 

「下肢複数筋に脊髄反射を誘発するための経皮的脊髄電気刺激法の確立」 

結果：陰極を上位腰椎皮膚上，陽極を腹部に貼付したときに， 

2 連発刺激における 2 発目の反応が 1 発目に比べて減少した． 

→この貼付位置で刺激することで効果的に脊髄反射を誘発できることを示した． 

 

研究課題 5 

「ヒト歩行中の体性感覚情報が下肢複数筋の脊髄反射興奮性に及ぼす影響」 

結果：経皮的脊髄刺激によって誘発した下肢複数筋の脊髄反射の振幅が 

空中受動立位課題中に比べて空中受動ステッピング中に減少した．  

→歩行時の下肢の運動に伴う体性感覚が下肢の複数筋の脊髄反射を抑制することを示

した． 

 

これらの結果をもとに, 歩行時の脊髄神経回路興奮性を修飾する末梢機序について

総合的に考察した．加えて，リハビリテーションへの応用についても考察した．  
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6-1 歩行中の脊髄神経回路興奮性を修飾する末梢機序 

 

 

  従来, 歩行中の体性感覚のみを身体に付加することは技術的に困難とされ, ペダリン

グ運動や単関節運動による受動運動課題が用いられてきた. しかし, これまで述べきた

通り, 姿勢や関節運動のパターンが通常歩行と大きくかけ離れているため, 従来の受動

運動課題で用いられてきた知見がヒトの歩行にどの程度適用可能かは不明であった. 

本研究では, その問題を解決するために通常歩行により類似した受動運動を課すこと

の可能な免荷式動力型歩行補助装置 (Lokomat®) を用いて実験を行った. 本来歩行ト

レーニングに利用されている装置を応用し, 今まで不可能とされてきた通常歩行中の

体性感覚の付加を実現した点は, 関連研究領域の進展にブレークスルーを与えた. 歩行

中に生じる体性感覚は主に荷重関連の感覚情報と関節運動に関連した感覚情報に大別

することができる. 本論文では荷重関連の感覚情報を統制した条件下で下肢の関節運

動に関連した体性感覚に焦点を絞り検討した. 先行研究で, Kamibayashi らは, 完全免

荷での受動ステッピングにおいてもヒラメ筋 H 反射が抑制されることを明らかにした 

(Kamibayashi et al., 2010). それに加えて, 研究課題 1 において，空中受動ステッピン

グ速度の増加に伴って, ヒラメ筋 H 反射の振幅が減少することが示された. このこと

から, ステッピング運動に関連した体性感覚がヒラメ筋 H 反射興奮性を抑制すること

が明らかとなった (Masugi et al., 2015). また完全脊髄損傷者および不全脊髄損傷者を

対象とした追加実験においても空中受動立位課題に比べて空中受動ステッピング課題

中にヒラメ筋 H 反射が抑制されたことは抑制機序が脊髄内にある可能性が高い． しか

し，一方で，健常者で見られたステッピング速度の増加に伴って生じる H 反射の抑制

は，脊髄損傷者では生じなかった．その原因としては，上位中枢由来の下行性指令が速

度に依存した H 反射の抑制に関与している可能性や, 脊髄損傷後の脊髄反射回路興奮

性の過剰亢進が原因として考えられる．この点については，今後検討していく必要があ

る． 

では, ステッピング運動中の同側脚または対側脚の股関節と膝関節のうち, どの関節

運動が H 反射の抑制に関与しているのか？この疑問に答えるために研究課題 2 では，

左右の脚，研究課題 3 では，股関節と膝関節を正確に分離し運動させることによって，

抑制に関わる体性感覚がどの身体部位から生じるかについて検証した. このような試

みは, 通常歩行中の関節運動のうち，各肢, 各関節を独立して運動させることの可能な

免荷式動力型歩行装具を用いた本実験系でしか成し得なかったものと考えられる. そ

の結果, 片側のヒラメ筋 H 反射の抑制に同側脚の股関節と膝関節の運動に伴う体性感

覚が主に関与していること, 対側からの体性感覚も交叉性に H 反射を抑制することが

明らかとなった. これらの結果はペダリング運動で得られた先行研究の結果と概ね一

致していた (McIlory et al., 1992). 姿勢や関節運動パターンが大きく異なるにも関わ
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らずペダリング運動で得られた結果と類似していたのは，おそらく受動ステッピング中

のヒラメ筋 H 反射の抑制メカニズムが姿勢や関節運動パターンなどには大きく依存し

ないことによるものと考えられた. このことは，受動的に脚部が動かされ，体性感覚が

喚起されると自動的にヒラメ筋の脊髄反射興奮性を抑制する共通の神経メカニズムが

働くと考えられる．  

  歩行運動は, 非常に多くの筋が, 異なる時間・強さで複雑に活動することで成立する. 

しかし, 近年の研究から, 複雑な筋の活動に, 低次元構造が存在することが明らかとな

った. Ivanenko らは, 表面筋電図を用いて下肢 25 筋の活動を記録し，主成分分析を行

った結果，歩行時の筋活動を 5 つの時空間パターンで表現できることを明らかにした 

(Ivanenko et al., 2004). この時空間パターンは筋シナジーと呼ばれている. この結果

は, 中枢神経系に機能的なまとまり，機能単位が存在することを示唆した. 研究 4 の経

皮的脊髄刺激による脊髄反射法は, 下肢の複数筋に対して同時に脊髄反射を誘発する

ことが出来る．これにより，歩行時の複数筋の協調パターンを脊髄レベルで評価できる

可能性がある．そのため，研究課題 4 の成果は歩行神経制御分野の研究の発展において

重要な知見になると考えられる. 

  研究課題 5では, 研究 4で方法論の確立を行った経皮的脊髄刺激による脊髄反射法を

用いて，受動ステッピング中の下肢の複数筋の脊髄反射興奮性を評価した．その結果，

空中受動立位中に比べて，空中受動ステッピング中で, ほぼすべての筋の脊髄反射振幅

が減少した. 通常歩行中の筋活動は，それぞれの筋で，機能的役割が大きく異なる. こ

の結果は，歩行中の体性感覚，特に脚部の運動に伴う体性感覚が，下肢の多くの筋の脊

髄反射回路興奮性を抑制することを示している. これまでの受動ステッピング中の H

反射抑制がヒラメ筋特異的な現象ではなく下肢の筋全体に一般化可能な現象であるこ

とを示唆している． 

  受動ステッピング中，筋紡錘，関節，皮膚などの受容器から様々な体性感覚が生じる．

本研究から，H 反射抑制に関わる体性感覚が, 直接どの感覚受容器から生じていたのか

を特定することは不可能である．しかし，脊髄イヌを用いた Misiazek らの研究で，運

動に伴う筋紡錘からの感覚信号を生じないようにした場合にのみ受動運動中の H 反射

の抑制が起こらなくなることから (Misiazek et al., 1995)，おそらく，受動ステッピン

グ中のヒラメ筋 H 反射の抑制に, 同側の股関節と膝関節周囲の Ia やⅡなどの筋紡錘由

来の体性感覚が主に関与していると考えられる．また，研究課題１において，下肢関節

角度が条件間で同一であったにも関わらず, ステッピング速度に依存して H 反射が抑

制することも，筋の伸長速度を適刺激とする筋紡錘の Ia 線維由来の体性感覚が主に H

反射の抑制に関与していることを示唆している． 

  体性感覚入力による抑制性の神経入力は脊髄反射回路のシナプス前終末または，シナ

プス後ニューロンに投射しているものと考えられる．受動ステッピング中は，上位中枢

からのシナプス後ニューロンに対する下行性指令や，拮抗筋からの上位中枢由来の相反
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抑制などの入力はほぼないと考えられる．加えて，通常歩行中の H 反射の抑制には，

シナプス前抑制の機序が関与していること (Stein and Capaday, 1998) を踏まえると，

受動ステッピングの H 反射の抑制においても，シナプス前抑制の機序が関与していた

可能性が高い．シナプス前抑制は，運動によって生じる体性感覚入力を選択的に減弱さ

せることができ，過剰な感覚入力の流入を防ぐ役割があるものと考えられる．しかし，

本研究結果から，その機序について結論付けることは不可能であり，今後の検討課題と

する．  
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6.2 脊髄損傷者に対する歩行リハビリテーション 

 

体性感覚の付加による脊髄神経回路興奮性変調 

  現在，脊髄損傷者に対する歩行リハビリテーションとして，BWSTT が広く行われて

いる．この方法は，適切な体性感覚入力を繰り返し，脳や脊髄などの中枢神経系に与え，

中枢神経系の可塑性を誘導することを目的としている (中澤，2010)．BWSTT の理論

的な根拠となった脊髄ネコを用いた実験においては，完全に脳と脊髄間の連絡が絶たれ

た場合であっても，BWSTT を行うことによって自立歩行が可能になることが報告され

ている (Barbeu et al., 1988). この結果は，脊髄に歩行運動を生み出す神経回路網が存

在すること, その神経機構が体性感覚情報の付加によって賦活化されることを示唆し

た．一方で, ヒトの場合, 今のところ四足動物でみられた劇的な回復効果は認められて

いない. 臨床的完全脊髄損傷者における BWSTT の有効性を示した論文は著者が知る

限り一例のみである (Manella et al., 2010). ヒトでの回復効果と四足動物における回

復効果が異なるため動物モデルで構築された理論がそのままヒトに当てはまらない可

能性が高い．そこで本研究は四足動物の BWSTT の効果において重要となる体性感覚

が, ヒトの脊髄に対して，どのような神経結合及び効果 (抑制/促通) を有するかを調べ

ることを目的として実施した．その問題を解決するために脊髄反射法を用いて検証した

ところ，歩行時の体性感覚が歩行に関わる下肢の複数筋の脊髄反射回路興奮性を抑制す

ることが示された. また, 脊髄損傷者においても, ヒラメ筋 H 反射回路興奮性が歩行時

の体性感覚によって抑制されることが示された. 最近の研究により, 脳だけでなく脊髄

においても繰り返しのトレーニングによって可塑的変化が生じることが知られており 

(Thompson et al., 2009, 2013; Ogawa et al., 2009, 2012), BWSTT を行い, 歩行時の体

性感覚を繰り返し付加することで, 脊髄神経回路の可塑性を誘導可能であると考えら

れる. BWSTT による体性感覚の付加によってどの程度, 中・長期的な可塑的変化が生

じるかは今後の検討すべき課題である. 

 

四足歩行動物と二足歩行動物の効果の違い 

本研究から体性感覚の付加により，脊髄神経回路興奮性を変調可能であることが明ら

かになったが，なぜ四足動物で見られる歩行機能回復がヒトではみられないのであろう

か？その答えは，現在も解明されていないが，おそらく，四足歩行に比べて，直立二足

歩行において，上位中枢の関与が増したことが一因として考えられる．ヒト歩行中の脳

活動は，近年の計測技術の進歩に伴い，様々な研究手法を使って調べられてきている．

そのひとつである単一光子放射断層撮影  (Single photon emission computed 

tomography; SPECT) を用いた歩行時の脳活動に関する Fukuyama らの報告では，歩

行中補足運動野，内側一次運動感覚野，視覚野，大脳基底核（線条体），小脳において

神経活動の増加が確認された (Fukuyama et al.,1997)．さらに，近赤外線分光法
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（fNIRS: functional near-infrared spectroscopy）を用いた Miyai らの研究のおいても，

歩行中，両側の一次感覚運動野領域，補足運動野の活動が上昇することが報告された 

(Miyai et al., 2001)．また森らの研究では，ニホンザルに直立二足歩行を数年訓練し，

獲得させた後，四足歩行と獲得した二足歩行時の脳活動の増強部位をポジトロン断層像 

(PET) によって測定し比較した．その結果，二足歩行時では，一次運動野と補足運動野

の活動増強が見られるものの，四足歩行時ではその活動増強は僅かであった (森, 2005)．

いずれの結果も，上位中枢が,二足歩行の高次制御に深く関与することを示唆するもの

であった．加えて，脳-脊髄間の連絡が部分的に残存している脊髄不全損傷者ではある

程度の歩行機能回復が見られるのに対して，完全脊髄損傷者では回復が難しいこともヒ

ト歩行における上位中枢の貢献度の高さを反映している考えられる．これらの事実を基

に考えると，ヒトの場合，脊髄損傷後の歩行機能を再建するためには体性感覚の付加に

よる脊髄神経回路網の賦活化に加えて，運動指令を伝える下行路の機能的な再建が必要

と考えられる． 

 

脊髄神経回路賦活化のための複合的なアプローチ 

近年，完全脊髄損傷者の腰膨大部に対し，特定の刺激部位，強度および周波数の電気

刺激を与えている間，麻痺した下肢の随意運動機能が一部回復することが報告された 

(Harkema et al., 2011; Angeli et al., 2013)．臨床的な診断で完全損傷と診断された場

合であっても，解剖学的に一部の下行路が残存している場合がある．脊髄刺激により脊

髄神経回路を賦活することで，残存下行路を介した運動指令が伝達されやすくなること

により，随意運動が可能になったと考えられている (Angeli et al., 2013)．さらに，最

新の報告で薬理学的な手法と脊髄刺激を組み合わせてトレーニングを行った研究では，

最終的に脊髄刺激のない状況でも下肢の随意運動が可能になることが報告された 

(Gerasimenko et al., 2015). これらの方法は，運動指令を伝える下行路の機能的再建の

方法として有効であると考えられる．薬理的手法や脊髄刺激によって脊髄神経回路の興

奮性を高め，脊髄への運動指令が伝達されやすい状況下で，歩行時の体性感覚を付加す

る複合的なアプローチが必要と考えられる．  

  最後に，近年，目覚ましい進歩を遂げている神経再生医療と本研究の知見との関連に

ついて述べる．図 42 に，脊髄損傷後の歩行機能再建に向けた新たな治療戦略について

示した．神経系の可塑性には二種類に大別することができる．ひとつは解剖学的な可塑

性であり，損傷後の解剖学的変性や，神経再生など構造的な変化を指す．もう一方は，

使用依存的な可塑性であり，シナプス可塑性ともいわれ，繰り返しの神経入力によるシ

ナプス間の伝達効率の変化を指す．BWSTT を初めとしたリハビリテーションは後者を

意図したものであり，上述した通り，歩行時の体性感覚の付加と薬理的介入，脊髄刺激

を組み合わせて介入することが今後必要と考えられる．一方で，神経再生医療は，解剖

学的な可塑性に含まれる．今まで，治療不可能とされてきた完全脊髄損傷者の脊髄が解
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剖学的に再生され，リハビリテーションの治療対象となる可能性が高い．リハビリテー

ションでは，神経再生医療により解剖学的な再建を行った後，再建した神経回路に機能

を持たせていくこと，それから，再生医療前に残存している神経系の機能を保持するこ

とが求められる．これら二つの領域は相互に密接な関係をもちながら，歩行機能の再建

を目指していく必要がある．本研究で得られた知見は，今後の脊髄損傷者の歩行機能再

建の戦略の中でも，中心的な役割をなす BWSTT の科学的な根拠を支える重要な知見

であると考えられる． 
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図 41. 脊髄損傷後の歩行機能再建に向けた戦略 

損傷した脊髄下行路の再建を目指した神経再生医療と，使用依存的可塑性を目指した

リハビリテーションが相互に連携した治療が求められる (河島と緒方, 2013 の図を参

考に作成) 
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  本博士論文では，「脊髄損傷者の歩行機能を効率的に再建することを目的とした新た

なリハビリテーション方法を確立すること」を最終的な目的とし，「歩行中の体性感覚

が脊髄神経回路興奮性に及ぼす影響」を明らかにすることを目的とした． 

 

  この目的を達成するために，通常歩行時の体性感覚を正確に再現可能な免荷式動力型

歩行補助装置 Lokomat®による受動ステッピング課題と，脊髄神経回路の興奮性を調べ

るために 2 種類の脊髄反射法（H 反射法，経皮的脊髄刺激による脊髄反射法）を用いて

検討を行った． 

 

  その結果，以下の知見が得られた． 

 歩行時の運動に伴う体性感覚は，ヒラメ筋の H 反射興奮性を抑制する． 

 その抑制効果は，主に同側の股関節と膝関節の運動によって生じ．対側脚からの交

叉性の入力も関与する． 

 歩行時の運動に伴う体性感覚は，ヒラメ筋のみならず下肢の複数の筋の脊髄反射興

奮性を抑制する． 

 

これらの知見は, 四足動物の歩行機能回復において重要な体性感覚が，ヒトの場合で

も，脊髄神経回路の興奮性を変調することを意味しており，繰り返しのトレーニングに

よって, 脊髄神経回路に使用依存的な可塑的変化を生じさせ得ることが示唆された. 今

後, ヒトの歩行を司る脊髄神経回路の構造と機能の解明を企図する研究の進歩に貢献

し, 脊髄損傷者に対する歩行リハビリテーションの科学的根拠を構築する上で重要な

知見であったといえる. 歩行に関わる神経機序が明らかになることで, より効果的な歩

行リハビリテーションの発展に寄与することが期待される. 
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