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脊髄損傷 による筋の機能障がい範囲 に
レジスタンス 。トレーニングは影響を及 ぼすか
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刊.̀よ じめに
杏髄 は頭恨Jか ら尾側 に向って頸髄 (Cl〜

C8)、

胸髄 (Thl〜 Th12)、 腰髄 (Ll〜 L5)

お よび仙髄 (Sl〜 S5)に よつて構 成 されて い る神経細胞 と神経線維 の集合体 である。脊
髄損傷 は、多 くの場合脊椎 に何 らかの力が加 わって起 こる骨折や脱臼 な どに伴 って発症す
る神経根 の損傷 によつて引 き起 こ される

1)。

脊髄 の損傷部 にお い て長索路 の機能が完全 に

断 たれた ものが完全損傷、機能が一部 で も残存 して いる ものが不完全損傷 である。本邦 で
は、現在約 10万 人 の脊髄損傷患者 が存在 し、 さらに人口 100万 人あた り年間約 40人 が新
に外傷性脊髄損傷 を負 う と言 われている

2)。

その多 くは、交通事故 を原因 としてお り、新
3)。

その他 の原因 としては、高所 か らの転
官 の報告 によれば、全体 の 43,70/0を 占めて いる
。
落 (289%)や 転倒 (12,90/0)、 物 による打撲 下敷 (55%)、 さらには、 スポーツの事故 を
原因 とす る場合 も 54%存 在す る。損傷 した部位 によつて、頸髄損傷 (cerical cord ttury)
や胸髄 ・腰髄損傷 と呼 ばれ、それぞれ異なる病態 を呈する。その他 にも杏髄損傷 に伴 い、神
経根引 き抜 き損傷 (neⅣ e root awldsion苅 Mの や外傷性脊柱管内血腫 (tratlmれ c htrasph江
hematoma)、 外傷性脊髄空洞症 (tratlmntic syringomyelia)等 の病態 を呈する場合がある。

神経根引 き抜 き損傷 では、損傷 された神経根 に一致 した上肢都位 の運 動障害 と全 感覚脱失
の感覚障害 を招来す るが、下肢運動機能障害 は伴 わない。外傷性脊柱管内血腫では、血腫
高位 以下の運動麻痺や感覚麻痺 に加 えて膀肌 ・直腸障害 を呈す る。 また外傷性脊髄空洞症
は、外傷後 1〜 33年 後 に脊髄外傷 の遅発性後遺症 として発症 し、損傷部位 よ りも頭偵Jの
高位 レベ ルに空洞が進展す る。上肢の しびれや疼痛 を伴 い上肢の筋力低下 の状態 を呈す る
障が いで ある。一狽J性 の場合が多 い。
頸髄損傷 では、第 4頸 髄節 (C4)以 上 の損傷 は、肋 間筋 や横 隔膜が麻痺す るために全
ての呼吸筋が麻痺 し呼吸器 による管理が必要 となる。損傷高位 の運動麻痺や感覚麻痺 を伴
い膀脱 ・直腸 障害、発汗障害 の状態 を呈す る。胸髄 以下 の損傷 では姑麻 痺 (paraplegia)
の状態 となる。胸髄損傷 では体幹 と下肢が麻痺す るが、腰髄 以下の損傷 では体幹 の麻痺 は
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ない① この様 な損傷 部以下 の運動お よび感覚障が いが脊髄損傷 の主症】
犬で ある。運動 (筋
力)の 障が い と感覚の障が い によ り神経学的な損傷高位 (neuroloゴ cal ttvel)と 損傷 の重
症度 (完 全 損傷 ならびに不完全損傷 )と によって機能障が いの評価 を行 う。神経学的損傷
高位 (損 傷 レベ ル)の 決定は、正常 な機能が残存す る主 導筋 の筋節 (myotome)ぉ よび
表在感覚 の皮膚分節知覚帯 (dermatome)の 支配分節部 レベ ルによって決定 される。
本研究で対象 とするのは、急性期や安静臥床期 を経て慢性期 にある患 者 である。通常 こ
の時期 に至 ってい る息 者 では、麻痺 レベ ルは固定 してお り、 リハ ビ リテー シ ョンを継続 し
た として も動作可能な筋 の レベ ルは変化する事 は無 い。す なわち運動 器 (筋 )は 、損傷 を
受けた杏髄分節 レベ ルの榊経支配範囲によって恒常的に作動で きる筋が既 定 されて い るの
である。従 って杏髄損傷者は、杏髄の損傷部位 レベ ルによって運動感覚麻痺が起 きた り不
随意 となった りす る部位が同定 される。本論文 の対象者であ り筆者がパ ラリンピ ックに同
行 した選手の場合、第 5胸 髄 (Th5)に 損傷が有 るため、背部伸筋群 。腹筋郡 に麻痺が発
生 し、当然 なが らそれ以下の筋群 (腸 腰筋 :liopsOas musdes。 大殿筋 :gluteus maximus

muscles'大 腿 筋 膜 張 筋

i tensor fasciae latae muscles・

大 内 転 筋 i adductor magnus

muscles・ 大腿四頭筋 :quadriceps femoris musdes'膝 屈筋群 :hamstring muscles,長 朋F

骨 筋 :long peroneal muscles・
dbial muscles・

短 朋F骨 筋 I short peroneal muscles,前 雁 骨 筋 :anterior

後胆骨筋 :posterior tibial musdes・ 下腿三頭筋 i triceps muscle of carfな

ど)は 、全て不随意である。 臨床医学ではこの診断は正 しく、皮膚感覚 も運動 麻戸
卑が発生
してい る部位 に等 しく感受性 を喪失 して い る。
パ ラリンピックに出場で きる様 な極めて強度 の高 い レジス タンス・トレー
しか しなが ら、
ニ ングを実践 した選手 (息 者 )の 場合、皮膚分節知覚帯 と運動麻痺が発生 す る杏髄 レベ ル
に相違が生 じている状態 を しば しば 日にする事が有 る。 この事実 は、既 に「障害者 に対す
るレジスタンス ・ トレーニ ングの効果

30,1‑35,2009)に 報告 してい る

4)。

(3)杏 髄損傷の場合」 (名 古屋芸術大学研究紀要
具体的には、対象者の杏髄 損傷部位か ら想 定 される

上体背部伸筋群や上体前 部 の腹筋郡が、
想定 される範 囲を超 えて機能 してい る事 を視 覚的・
触覚的に示 した ものである。 これ らの トレーニ ングによる変化 は、医学的には想 定 されて
お らず従来の文献の中にはみる事が出来ない。従 って生理学的な証明は行われてい ない。
上体背部 の筋群ならびに前 部筋群 にお いて、 もし脊髄損傷 レベ ル以下の、機能す る事が
不可能 と想定 される部位 に在 る筋群 の筋活動が認め られるな らば、脊髄損傷 によって機能
不全 を起 こ して い ると考 えられてい る筋群が、高強度 トレーニ ング (ベ ンチ プ レス トレー
ニ ング)に よって僅 かで も機能回復 をもた らす可能性 を示す極 めて重 要な知見 とな り、従
来実施 されていた リハ ビ リテー シ ョンの可能性 を大 きく上 回る効果が期待 されるものであ
る。 また、 これ らの知見 は、新 たな臨床的治療方法の可能性 を模 索す る手掛か りに もなる
であろ う。
本研究では、パ ラリンピック代表選手 のベ ンチプレス動作時の上体背部筋群 な らびに前
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部筋群活動 を筋電図学的に調査す ることを試みた。なお、本稿 では上記事象が存在す る事
を 1例 で も示す事 を目的 としたため研究対象 を 1名 のみ とした。

2.実 験方法
2 1対 象
対象 は、 18歳 の時 にオー トバ イの事故 により第 5胸 髄 (Th5)の 完全断列 を受傷 した、
現在 38歳 の男性 である。22歳 か らレジスタンス ・ トレーニ ングに取 り組み始 め、2008年
の北 京 パ ラリ ンピックでは 75Kg級 に出場 し 8位 入賞 (記 録 は 187.5Kg)、 2012年 ロ ン ド
ンパ ラリンピックでは 825Kg級 に出場 し6位 入賞 (記 録 は 191Kg)の 実績 を持 つ デ イス
エ イブル ・パ ワー リフテ イ ングの選手である。身長 168cm、 体重 は 80Kgで あ り、身障者
手帳 は 1種 1級 で ある。移動 には車椅子 を使用 して い るが、車椅子 へ の乗 り移 りは左程困
難 ではない。他方、排尿 ・排便 に困難 を有す るが 自立 した生活 を送 つている。対象者が実
施 して い る レジス タンス ・ トレー ニ ングは、 自身を IPCパ ワー リフテ イ ングの競技選手
として位 置付 けて い る事 か ら、 トレーニ ングはその大半が ベ ンチ プ レスで ある。以下 にそ
の概要 を紹介する。
ベ ンチ プレスの強化 を目的 とす る トレーニ ングには、種 々のバ リエー シ ョンはある もの
の、 トレーニ ング時間の殆 どはベ ンチプレス に費や して いる。 ベ ンチプ レスの トレーニ ン
グは通常 1日 お きに実施 しているので、1週 間に 4回 のペースでベ ンチプレス を行 ってい
る事 になる。 ここでベ ンチ プレスについ て若千 の説明 を加 えた い。 ベ ンチプ レスは、ベ ン
チ台 の上 に仰巨
人位 で位 置 し、両手 で重量 (プ レー ト)の つい たバ ー

(シ

ャフ ト)を 握 り、

胸 の前 で挙 上動作 を繰 り返す トレーニ ング種 日である。脚が不 自由であった として も行 う
ことがで きる最 も障が い者 に適 した運動種 目で ある。そ こでパ ラリ ンピック競技 にお いて
も正式種 目 として早期 か ら採用 され、多 くの 国の選手が競技 として取 り組 んで い る
ンチプ レスは、上体 の前面 の筋群 (大 胸筋 :pector』 is mttor musdes・ 小胸筋

5)。

ベ

i pector』 is

minor musdes。 前鋸筋 I serrattls anterior musdesな ど)を 使用す るのみな らず、背面 の
筋群 (広 背筋 :1加 sSmus dorsi muscles・ 肩 甲拳筋 :levator scapulae muscles・

菱形筋

:

rhomboideu musdes・ 刻ヽ円筋 :teres mhor muscles'大 円筋 i teres mttor musdes・ 肩甲
下 筋 :subscapularis muscles・

棘 上 筋 i stlprasphatus muscles・ 棘 下 筋 :耐 raspinatus

musclesな ど)を も多用する ことで高重量 を挙上す ることが可能 となる。 したが つて、正
確 な動作で行 われるベ ンチプ レスは、上体前面 の筋群 のみな らず、背面 の筋群 を も強化で
きる、上 半身の強化 トレーニ ングとして大変有効 な種 日である。 これ らの大筋群 に加 えて、
肩 の筋 (三 角筋 :deltoid muscles)や 上 腕 の 筋 (上 腕 三 頭筋 i triceps brachii muscles)
を動作の中で使用す るため、 これ らの筋群の強化 に対 して も効果的である。
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測定

測定 は、ジー ワ ンシス テム社製 筋電図ア ンプ を用 い て行 った。筋電測定部位 は大胸筋、
広背筋、腹直筋、脊柱起立筋 (最 長筋 )の 4か 所 であ り、全 て体幹部右側 の筋であ った。
図 1、 図 2は 、実際に筋電図測定用の電極 を装着 してい る様子 を示 して い る。 図にみ られ
るよ うに、筋電図は銀塩化銀デ イスポ ーザブ ル電極

(メ

ッツ社 製、エ ルロー デ)を 用 いて

双極誘導 によって表面筋電図法 によ り導 出 し、時定数 003ミ リ秒 の ローパス フィル ター
で平滑化 した。
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図1 体幹部前面の筋電図測定部位

図2 体幹部後面の筋電図測定部位

022

(大 胸筋と腹直筋)

(広 背筋と脊柱起立筋)

雄

﹁

︲

ゞ虫

B

鍵

脊髄損傷 による筋の機能障がい範囲に レジスタンス・ トレーニングは影響 を及ぼすか

2.2.2

測定条件

筋電図測定 は、ベ ンチプ レスを行 っている動作時に行 った。す なわち、対 象者がベ ンチ
プ レス台上 に仰臥位で位置 して合 図 と共 にバーベ ルをラ ックアウ トし、ゆっ くりとした動
作 でバ ーベル を胸 の上 に降 ろ してバー を一 瞬静止 させ、その後 に両腕 (肘 関節 )が 完全 に
伸 び きるまでバ ー を挙上す る一連の動作期 間を測定 した (図

3)。

使用 したバ ーベ ルの重

量 は、対 象者 の ベ ンチ プ レス最高挙 上重量の 50%(100kg)、 70%(140kg)と した。 さらに、
座位安定1大 態 における各筋の様子 を知 るために、ベ ンチ プ レス台上での座位姿勢時の筋電
図測定 を行 った。

22.3

筋電図デ ー タ処理

導 出され た筋電図 は、16ビ ッ トAD変 換 ボー ド

(コ

ンテ ック製 ADA16‑32/2F)に よ り、

パ ー ソナル コンピュー タに 12kHzの サ ンプ リ ング周波数で集積 し、その後 オ フライ ンで
解析 した。そ して動作 時 の筋電図活動 の周波数特性 を経時的 に捉 えるため に、 ガボ ー ル
ウェー ブ レッ ト手法 による筋電図のパ ワースペ ク トル解析 を行 った。解析 にはジー ワ ンシ
ス テ ム社製 の解析 ソフ ト (Analog Recorder Pro)を 用 いた。

図3 ベンチプレス時の筋電図側的風景
最高挙上重量の 70°

/。

(140Kg)を ベンチプレスしている様子

3.結 果

3.1

座位安静時の筋電図

図 4に ベ ンチプ レス台上で座位 安静状態 の筋電図記録 を示 した。座位での各筋 の筋電図
には、わずかな筋電図活動が見 られた。 また脊髄損傷 レベ ル以下の脊柱起立筋 に心電 図活
動 とともに筋電図活動が認 め られた。 これ らの筋電図について、 ウェー ブ レッ トによるパ
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図4 座位姿勢時の筋電図
上から大胸筋、腹直筋、広背筋、脊柱起立筋の筋放電を示している

ワースペ ク トル解析 を行 った (図

5、

図 6)。 大胸筋、広背筋 にお い て約 30Hzの 周波数

帯域 に律動的活動、約 40か ら 80Hzの 周波数帯域 に持 続的パ ワー成分が認 め られ、それ
ぞれ心電図 と筋電図活動 と考 え られた。脊髄 損傷 レベ ル以下の脊柱起立筋では、50Hz付
近 を ピー クとした約 20か ら 150Hzの 周波数帯域 に顕者 なパ ワー成分が認め られた。腹直
筋 は約 30Hzの 周波数帯域 に律動的活動、約 40か ら 80Hzの 周波数帯域 に持続的パ ワー
成分が認め られたが、現 象が小 さ く、80Hz以 上の帯域 に不規則 な雑信号 も認め られ、筋
電図活動 として明確 な判断が付 け られなかった。

図5 座位時の大胸筋
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け
ｒ

図6 座位時の腹直筋

3.2

(左 図)と 脊柱起立筋 (右 図)の 筋電図から求めたパワー成分

最高挙上重量 の 50°/Oの 筋電図

図 7に 最高挙 上重量の 500/O(以 下、50%拳 上 )で のベ ンチ プ レス時 の筋電図記録 を示
した。 ラックアウ ト開始 の合図 (最 下位 の矩形信号 )で ベ ンチ プレスを行 った際、大胸筋
(最 上位 )に お い て動作 に応 じて律動的な筋電図活動が著明に認め られた。 また広背筋 (上

か ら 3番 目)に はわずか ではあるが動作 に応 じた比較的持続的な筋電図活動が観察 された。
脊髄損傷 レベ ル以下 の脊柱起立筋 にお いて も広背筋 と同期 した比較的持続的な筋電図活動
が認め られた。
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図7 最高挙上重量の 500/c(100Kg)の ベンチプレスを行ったときの筋電図上から大胸筋、腹直筋、広背筋、
脊桂起立筋 の筋放電を示している

ベ ンチプ レス動作時 の筋 のパ ワースペ ク トルは、大胸筋 にお いて 50Hz付 近 を ピー クと
した約 20か ら 150Hzの 広 い周波数帯域 に顕者 なパ ワー成分が律動的に出現 した。広背筋
は、100Hz付 近 を ピー クとした約 20か ら 150Hzの 周波数帯域 にパ ワー成分が比較的持続
的に出現 した。 これ ら機能的残存部位 にある筋のパ ワー成分 の分布 を図 8に 示 した。 また、
それ以外 の筋 (腹 直筋 と脊柱起 立筋 )の パ ワー成分 の分布 を図 9に 示 した。その際には、
機能的残存部位 のパ ワースペ ク トル よ りもピー ク値が小 さい ため、全体的に拡大 して表示
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した。 脊髄 損傷 レベ ル 以下 の腹 直筋 は、 拳上 時 に 50Hz付 近 に急 峻 で 顕 者 な ピー クが 出現
した。 脊柱 起 立筋 は約 40か ら 80Hzの 周 波 数帯 域 に広 背 筋 と同 期 した持 続 的 パ ワ ー 成分
が認 め られた。

図8 最高挙上重量の 500/O(100Kg)重 量のベンチプレス時の大胸筋

(左 図)と 広背筋 (右 図)の 筋電図から求めたパワー成分

図9 最高挙上重量の 500/O(100Kg)重 量のベンチプレス時の腹直筋

(左 図)と 脊柱起立筋 (右 図)の 筋電図から求めたパヮー成分

3.3

最高挙上重量の 70° の筋電図
/。

図 10に 最高挙上重量の 70%(以 下、70%拳 上 )で の ベ ンチプ レス時 の筋電図記録 を示
した。70%拳 上 時 の筋電図活動 は、50%拳 上 時 と同様 のパ ター ンで筋電図活動がみ られた
が、重量の増加 に伴 った筋電図活動の増大がみ られ、動作 に応 じた律動的な筋電図活動が
顕著 に観 察 された。

026

脊髄損傷 による筋の機能障がい範囲に レジスタンス・ トレーニングは影響 を及ばすか

ゆ
鬱

ヽ
「

図 10 最高挙上重量の 700/O(140Kg)の ベンチプレスを行ったときの筋電図上から大胸筋、腹直筋、広背筋、
脊桂起立筋の筋放電を示している

ベ ンチ プ レス動作時 の筋 のパ ワースペ ク トルで も 50%拳 上 と同様 の周波数帯域 に、同
様 の局面 でパ ワー成分が認 め られ、そのパ ワーが顕著 に増大 した。特 に、脊髄損傷 レベ ル
以下の腹直筋 では、 拳 上時 に 50Hz付 近 に認め られた ピー クが よ り急峻で顕者 となった。
また脊柱起立筋 で も約 40か ら 80Hzの 周波数帯域 に急峻で顕著 なパ ワーの増大が認 め ら
れた。大胸筋 と広 背筋 のパ ワースペ ク トルは 500/O挙 上 時 に比 して筋 の活動量 は多 い もの
の類似 した活動形態であ ったため、機能的残存部位以外 にある腹直筋 と脊柱起 立筋 につい
てのみ筋放電のパ ワー成分 を図 11に 示 した。
開 ！ミ ・
ど

口
吾

薇

エ

図 11 最高挙上重量の 700/c(140Kg)の ベンチプレス時の腹直筋

(左 図)と 脊柱起立筋 (右 図)の 筋電図から求めたパワー成分

4.考 察

4.1

脊髄損傷 による機能障がいの医学的評価

脊髄損傷 による障が いの主症状 は、損傷部位以下の運動 ・感覚麻痺 である。 したが って、
その機能障 が いの評価 も神経学的診断に よって行 われてい る。損傷 の重症度 は麻痺域 の運
動や感覚機能 の残存程度等、神経機能 の残存程度 により、完全損傷 か ら不完全損傷 までの
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範囲に渡 り判定される。一方、機能の損傷範囲は、神経学的な損傷高位によって示 される。
前述 した様に、この損傷高位は、損傷 レベルとも表現 され、正常な機能が残存する主導筋
の筋節 (myotome)並 びに皮膚分節知覚帯 (dermatome)に よって決定 される。現在、
本邦における脊髄損傷の医学的評価は「杏髄損傷 の榊経学的お よび機能的分類 のための国
際基準 (International Standards for Neurological and Functional Classification Of Spinal
Cord lttury)」 に基づいて行われている。この基準 は、脊髄損傷 の障がい評価法 として米

｀髄損傷協会 (American Spinal lniury Associadon,ASIA)が 1992年
国有
に改訂 したもの
を、 国際 パ ラプ レジア医学会
公認 し基 準 化 した もので あ る

4.1.1

(Intむ matiOnal
6)。

Medic』 Society of Paraplegia;IMSOP)も

その評価基準 は凡 そ以下 の通 りであ る

7)。

神経学的評価 (Neurologictt examinadon)

感覚 の評価 (sensory examination)は 、第 2頸 髄節 (C2)か ら第 4、 第 5仙 髄節 (S4,S5)
の 25の 皮膚分節知覚帯 について検査点 (key sensOry point)を 定 め、これ ら各点 の感触
(light touch)と 痛覚 (pin pAck)を 検査 し、0(脱 失)、

1(鈍 麻 または過敏

)、

2(正 常

)

3段 階 に分 け て、 左 右 そ れ ぞ れ に つ い て 実 施 す る。 ま た、 運 動 の 評 価 (mOtOr
examination)は 、第 5頸 髄節 (C5)か ら第 1胸 髄節 (Thl)お よび第 2腰 髄節 (L2)か
の

ら第 1仙 髄節 (Sl)の 各筋節 につい て各 々一つの検査筋 (key muscle)を 定 め、各 key

muscleの 筋力 を記録す る事 で行 う。筋力評価 は 0か ら 5ま での 6段 階 で行 い、左右それ
ぞれについて実施する。

4.1.2

感 覚 ス コア と運 動 ス コア /神 経 学 的 レベ ル (Sensory and Motor Scores/
Leveis)

感覚 と運動の残存機能 を数量的に表す指標 として、感覚 スコアと運動 ス コアが設定 され
ている。神経学的 レベ ル (neurological level)は 、感覚 レベ ル (sensory level)と 運動 レ
ベ ル を点数で評価 し、各 々左右の合 計 を求めて触覚 スコア Qight touch score)と 痛覚 ス
コア (pin prick scOre)と する。感覚 レベ ルは、損傷部位 にお い て触覚 と痛覚 の両者 とも
に正常 な最下位の筋節 の番号 で表す。 この場合 には、原則 として直上の key muscleの 筋
力が 6段 階中 5(最 高位 )で ある事 を条件 とする。

4.1 3

完全損傷 と不完全損傷 の定義

第 4仙 髄節 (S4)第 5仙 髄節 (S5)領 域 (肛 門周辺 と肛 門内)の 感覚が脱失 し、かつ
外肛 門括約筋 の随意収縮が不可能な ものを完全損傷 とす る。いずれか一つで も機能が残存
すれば、不完全損傷 とする。
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4

刊.4

部分的機能残存域

完全損傷 の場合 に榊経学的 レベ ルよ り下位 に運動 ・感覚機能が部分的に残存 して いる領
域 (zone of partial preservation i ZPP)が

4 1.5

あればその髄節番号 をす べ て記載す る。

ASIA impairment scale(modiled from Frankel)

Franke18)に よる重症度分類 を改変 した機能障が いの重症度 ス ケ ー ルによって完全損傷
(complete)と 不完全損傷 (incomplete)を 筋力 により分類 して明確 に評価する。す なわち、
不完 全損傷 を、榊経学的 レベ ル より下位 の運動 は完全麻 痺、感覚 は S4S5領 域 を含み残存
す る もの を B(incomplete)、 神 経 学 的 レベ ル よ り下 位 に運 動 が 残 存 し麻 痺 域 の key
muscleの 過半数 が筋力 3/5未 満 の もの を C(incomplete)、 神経学的 レベ ル よ り下位 に運
動が残存 し麻痺域 の key muscleの 過半数が筋力 3/5以 上の もの を D(incomplete)と 分
類 し評価する。

4.2

対象者 の機能的残存部位 の評価

対象者 は第 5胸 髄 (Th5)レ ベ ル における完全断裂 の脊髄損傷者 である。 医学的診断評
価 では、胸髄 ・腰髄損傷 は手 の機能 は健全 で、主に下半身に麻痺 を持 ち、内、第 8胸 髄損
傷 (Th8)以 上 は、内臓 機能不 全等 を伴 う体幹麻痺 と、腹筋 ・背筋麻痺 による座位不安定
があ り、座位姿勢 をとるには、何か に もたれる必要がある。更 に、 第 5胸 髄損傷 (Th5)
以上 は、発汗体温調整機能不全 を併せ持 つ 。本研究 の姑象者 は、 図 12に 示 した様 に、体
幹部前面 では乳頭部か ら下 部 の皮膚知覚 は無 く、 また運動感覚 (筋 感覚 )も それに一 致す
る部位でそれ以下 の領域が機能不全 を起 こ して い る。 また図 13は 、対象者 の背部 の様子
を示 して い るが、白線で示 した部分以下 の皮膚知覚 は完全 にな く運動感覚 も消失 して い る。
したが って機能的残存部位 は、図 12、 図 13に お い て 白線 で示 した位置 よ り上部領域 にあ
る筋群である。す なわち、ベ ンチプレス を行 う時 に必要 な大胸筋や小胸筋、前鋸筋 などの
体幹部前面 の筋群に加 えて、広背筋や肩甲拳筋、菱形筋 の一部、小 円筋、大円筋、肩 甲下
筋、棘 上筋、棘下筋 な ど、背部 にある筋群 も機能 してい る。 さらに、図 12に よって も釧
察 される様 に、随意的には収縮す る事 が不可能な背部 に在 る筋群 で、 白線 よ りも下部 に位
置 してい る筋群 について も、ベ ンチ プレス動作時には機能 して いる様 に見受け られ、写真
升究 では、視覚的な ら
か らは菱形筋 の下部や杏柱起 立筋が発達 して い る事 が窺われる。本石
びに触覚的 に判断 して、機能 してい る様 に推測 される これ らの筋群 に対 して筋電図法 を用
い た検証 を行 い、その状 態 を明 らかに した。
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図 12 体幹前面の知覚麻)車 が始まる境界線
この白線以下の皮膚感覚は消失しており、筋感覚も無い

ヽ

ＥЩ

図 13 背部筋群の様子
知覚麻痺が始まる境界線を白線で示している。

43

筋電図 か ら判断できる筋活動の評価

筋電図測定 の結果か ら、機能的残存部位 にある大胸筋や広背筋に全てのベ ンチ プレス動
作時 で顕者 な筋の活動が観察 された。 これ らの筋 はベ ンチ プ レス動作 を行 う際に必要な主
導的な役割 を果たす筋であるため、その活動が確認 されるのは当然の事 である。他方、機
能的残存部位以外 に在 る腹直筋や杏柱起立筋 (最 長筋)に ついて も、両条件 (最 大挙上重
量の 50%。

030

70%)共 に、筋放電が認め られた事 は特筆 に値す る結果 で ある。 つ ま り、 この

機能障 がい範囲 に レジスタンス・ トレーニングは影響 を及ばすか
脊髄損傷 による筋のオ

事実 は機能的残存部位以外 に在 る筋 が筋活動 をして い る可能性 を示唆す る ものである。
本研究 における筋電図測定 は、表面筋電図 によって行 つて い る。 この表面筋電図の放電
は、放電振幅 と放電頻度 によって構成 されてい る。 一般に、 これ らの放電 を評価するため
には積分筋電図

(IMEG)や パ ワースペ ク トル

(周

波数分析 )が 用 い られ、結果 に示 した

図 (図 5,6,8,9,11)は それである。 この 内、積分筋電図 は、筋放電振幅 と頻度が統合 された
ものであ り、量的評価 の指標 として用 い られてい る。他方 パ ワースペ ク トルは筋放電頻度
を多 く反映 した ものであ り、質的 な評価 を行 う際 に用 い られて い る。永 田

9は 、パ ワー

スペ ク トルの周波数帯域 の分析 か ら、測定 された筋電図 の周波数帯域 を、低周 波数帯域

(45Hz以 下 )、 中間周波数帯域 (40〜 80Hz)、 高周波数帯域 (80Hz以 上 )の 3群 に統計
的に分類 した。そ の上で、45Hzを 中心 とした周波数帯域 は、静 的な運動や姿勢保持 のた
めの緊張系 の運 動単位 の興奮 に相 当 し、 また 70Hz(針 電極 を使用 してお り、表面電極 法
では もう少 し低 い)を 中心 とした周波数帯域 は動的な筋群 の活動 を反映する ものである事
を報告 して いる。 さらに、同 じ動的な運動 で も筋群 の種類 によつて異 な った放電状態 が示
され、与 え られた運動 に直接関係 して い る筋群のみが相動的な筋放電 を示す もの としてい
る。 この知見 を念頭 にお いて、機能的残存部位 にある大胸筋 な らびに広背筋 の筋電図 を概
観す る と、 両者共 に約 40か ら 80Hzの 間に周波数帯域が分布 してお り、中間周波数帯域
を中心 とした動的な筋活動が行 われて い た事 を示 してい る と考 える事がで きる。 また脊柱
起立筋 の筋電図のパ ワースペ ク トルか ら、その周波数帯域 を概観す ると、広背筋や大胸筋
の 活動 によつて示 されたパ ワースペ ク トルの ピーク値 よ りも低 い ものの、同様 に約 40か
ら 80Hzの 間に周波数帯 域が分布 してお り、中間周波数帯域 を中心 とした動的な筋活動 が
行 われてい た事 を示唆する結果が得 られた。今 回測定 した部位 は、脊柱起 立筋 と呼 ばれる

3種

(細 か くは 9種 で あるが)の 筋群 (最 長筋 :longissimus muscles・

腸肋筋

:iliocostail

muscles・ 束
束筋 :spindis muscles)の 内 の最長筋 であ り、 この筋 の働 きは姿勢 の保持 だけ

でな く、背中 をアーチ状 に反 らせ る役割 を果た してい る。 この動作 はベ ンチ プレス を行 う
際に姿勢 を安定 させ挙上す る力 を発揮 し易 い様 に働 き、多 くの ベ ンチ プレス競技者 が使 う
動作 である。 この事か らすれば、脊柱起立筋 にみ られた筋電図パ ワースペ ク トルの周波数
帯域 が、本筋活動 の動的な部分 を反映 した ものである事 を推 察 させ る。 さらに腹直筋の筋
電図にお い ては、 よ り小 さな ピー ク値ではあるが、25か ら 50Hzの 間に周波数帯域 の放電
が観察 され、低周波数帯域 によって示 された静的な筋活動 であったことを推祭 させた。 こ
の結果 は、腹直筋が ベ ンチプ レス動作時 に姿勢 ・動作 を安定 させ るべ くコン トロールす る
働 きをして い る事 を示唆す るものであ り、筆者 らがベ ンチ プレスを行 う際に意識す る動作
と一致す る ものである。
筋電図上の放電は、筋 の活動無 くして現れ る事 は無 い。 したが って筋電図上 で放電が確
認 された事実 は筋の活動 を表 してお り、大変重要 な結果である。一方筋放電 には、直近の
Ю
放電 により干渉 される所謂 クロス トー クと呼ばれる混信が存在す ることが知 られてい る

)。
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この現象は、隣接する筋群か らの筋放電が当該筋 に影響 を与 え、随意的ではない に して も
筋電図活動 として導出される事象である。 しか しなが ら本研究 で対象 としたデ ィスェ ィブ
ル ・パ ワー リフティング選手の場合、視覚的観察に よって も筋の緊張収縮が認め られるこ
とか ら、隣接筋か らのクロス トー クは否定 で きない ものの、当該筋の活動 として とらえる
ことの方が妥当であると考 えられる。前述 したパ ワースペ ク トル分析か らも、実際に筋の
活動 を伴った放電 である事が推察 されるが、従来 の臨床医学的解釈ではこの事実 を説明す
る事 は難 しい。本研究は、高強度 の レジス タンス ・ トレーニ ングを長期間に渡 って行 った
結果、何 らかの臨床学的変化が起 きてい る可 能性 を示 したに過 ぎず、そのメカニ ズム に関
しては充分 な説明を持たない。 レジス タンス ・ トレーニ ングを長期間実施 して い る選手が、
最初 は両腕 を挙上することで、その重 さだけで前のめ りに倒れて しま う事 もあった

(つ

ま

、
り、腕の重 さを体幹部分が支 え られない)が 、現在はその様 な′
と
配 は無 くな った、 とい う
報告か らも体幹部 の筋群 の働 きが少 なか らず起 きて い る事 を伺わせ るもので ある。

5.お わりに
本研究は脊髄損傷者であるデ ィスエ イブル ・パ ワー リフティングの選手 にお い て、 医学
的に想定 されてい る機能的残存部位以外 に在 る筋群 の活動 を認める事が出来るか を筋電図
法に よって 同定 しよ うとした ものである。その結果、脊柱起立筋 については動的な筋活動
が推 定 され、腹 直筋 では静的な筋活動 を推測 させる結果が 得 られた。通常、完全断裂であ
る脊髄損傷者 におい ては、機能的残存部位以下の筋群 を意識 的に動かす事 は不可能 で ある。
本研究 の対象者 にお いて も、その領域 に在 る筋 を随意的に収縮 させ る事 は出来 ない。 しか
しなが ら、高重量 を扱 うベ ンチ プレス動作時に本人 の意識下ではない にせ よ、杏柱起立筋
や腹直筋に筋放電が認め られた事実 は、筋活動が存在する事 を示唆す るもので あ り、従来
の知見 と大 きく異 なる。 この結果 は、脊髄損傷者 の リハ ビ リテー シ ョンにお い て も、様 々
な可能性 を想像 させ るに十分 な ものである。つ ま り、本研究の対 象者 の様 に長期 間に渡る
高強度 レジスタンス ・ トレーニ ングを継続 した場合 には、何 らかの 身体的な変化が起 こ り
得 る可能性が有 るとい う事 である。この変化 は、
通常の強度で実施 されるリハ ビ リテ ー シ ョ
ンでは起 こらないか もしれない し、 またその様 な息 者 を目の辺 りにす る機会 も少 ないで あ
ろ う。パ ラリンピックを目指す様 な継続 した高強度 トレーニ ングが行 われた例 を観 る事 は
通常困難である事 も医療 場面 にお け る報告 の無 さの理由か もしれない。本研究は、あ くま
で 1症 例 に起 きた事象 を検証 したに過 ぎないが、今後症例 を増や し高強度 レジス タンス ・
トレーニ ングの効果 の一つ として、本報告の様 な事 象 が普遍 化 されるのであれば、 臨床医
学におけるリハ ビ リテー シ ョンに姑 して も大 きな示唆 を与 える もの となる事 は想像 に難 く
ない。 また、今 回記録 された筋電 図 は、現時点 での対象者の身体 に起 きている事実 を検 証
した訳であるが、 ここに至 るまでに起 きた力体内部の変化

(お

そ らくは榊経学的変化 )に

ついては、 その詳細 なメカニズムは不明で ある。脊柱起立筋や腹 直筋 の上 部 など、かろ う
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じて神経が到達 している部位 を今後の重要 な研究課題 としたい。
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