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Abstracts

Review Articles

骨形成に最適な運動プロトコル（p. 7-12）
中京大学スポーツ科学部
梅村義久
　運動によって骨に加わる力学的な負荷は骨量や骨強度
を増加させる．骨細胞にあるメカニカルストレスのセン
サー（メカノセンサー）が，力学的な負荷によって生じ
る骨の歪みを感受していると考えられている．より大き
な歪みまたは変化率が大きな歪みは骨形成を増大するの
で，骨に大きな動的な歪みを与えるハイインパクト運動
は効果的な運動様式である．しかしながら，メカノセン
サーの感受性（メカノセンシティビティ）は連続負荷の
後には低下する．なぜならば連続負荷においては効果が
減少するからである．負荷後に低下した感受性の回復に
は数時間または数日かかることがある．最適な運動頻度
を知るためにはメカノセンシティビティの回復過程を考
えることが重要である．これらの機序を考慮したうえで，
本総説では骨形成に最適な運動プロトコルについて概説
した．

高強度インターバルトレーニングは骨格筋の酸化能力と
基質の利用能力を増大する（p. 13-23）
1東京大学大学院理学系研究科，2東京大学大学院総合文
化研究科
星野太佑1，北岡 祐2，八田秀雄2

　高強度インターバルトレーニング（HIIT）は，高強
度短時間運動と休息を繰り返すトレーニングである．本
総説では，HIITによる代謝的な適応，特に骨格筋にお
ける酸化能力と基質の利用能力への影響を概説する．本
総説では，HIITを85% V

4

O2maxもしくはV
4

O2peak以上
の強度の運動を繰り返すプログラムを最低 2 週間おこ
なったトレーニングとし，休息時間，運動時間は問わな
いものとした．第一に，HIITが骨格筋の代謝，特にミ
トコンドリアと基質のトランスポーターにどのような影
響をあたえるのか述べる．HIITは，骨格筋のミトコン
ドリアの量，機能，ダイナミクスに影響をあたえる．さ
らに，HIITは骨格筋の基質のトランスポータータンパ
ク質量を増加させる．これらミトコンドリアとトランス
ポーターの適応は，全身および骨格筋における基質の利
用能力を改善させる．第二に，HIITによる適応のメカ
ニズムについて，特にミトコンドリアの新生に着目して
説明する．ミトコンドリア新生のメカニズムの一つと
して，PGC-1alphaとその上流のシグナル経路（CaMK，
AMPK，p38を含む）が関わっていることは間違いない．
また，ミトコンドリアの新生は運動強度に依存して高ま
ることから，速筋線維の動員と乳酸の蓄積の重要性が示
唆される．第三に，HIIT研究の次の方向性として，オ
ミクス解析と数理モデリングを含むシステム生物学的な

アプローチを紹介する．これらのアプローチは現在私達
が直面している問題を解決し，HIITによる適応メカニ
ズムの理解を加速させる可能性がある．これを成功させ
るためには，スポーツサイエンティストのみではなく，
様々なバックグラウンドを持った研究者を含む学際的な
サイエンスチームを組織化することが必須である．

心血管代謝疾患発症における遺伝・身体運動の相互作用
 （p. 25-36）
1早稲田大学スポーツ科学学術院，2東京都健康長寿医療
センター研究所，3日本学術振興会，4早稲田大学アクティ
ヴ・エイジング研究所
谷澤薫平1,2,3，田中雅嗣2，樋口 満1,4

　 2 型糖尿病，脳卒中，冠動脈疾患をはじめとする心血
管代謝疾患は，複数の遺伝要因，環境要因および生活習
慣要因により発症が規定される多因子疾患である．身体
運動は，数多い生活習慣要因の中でも心血管代謝疾患の
最も信頼できる予測因子の一つであり，多くの疫学研究
により，高い身体活動量や体力が心血管代謝疾患の低い
発症リスクと関連することが明らかとされている．一方
で，遺伝要因も環境要因や生活習慣要因に匹敵する強さ
で心血管代謝疾患の発症と関連することが明らかとされ
ており，心血管代謝疾患の発症を規定する遺伝子多型が
数多く同定されている．さらに重要なことに，遺伝要因
と身体運動は相互作用して心血管代謝疾患の発症を規定
する．例えば，習慣的な運動による心血管代謝疾患のリ
スクファクター改善の個人差は遺伝要因により一部規定
される一方で，習慣的に運動を行っている者においては，
心血管代謝疾患の遺伝的リスクが軽減されるという報告
もある．これら遺伝要因と身体運動の相互作用を理解す
ることにより，個々の遺伝素因に応じた心血管代謝疾患
予防のためのオーダーメイド運動処方や，身体活動量・
体力の基準値の策定に貢献できる可能性がある．本稿で
は，心血管代謝疾患の疾患感受性遺伝子探索の動向と，
そのリスクファクターに及ぼす遺伝・身体運動の相互作
用について検討した近年の研究について概説する．

トレーニングによるヒト骨格筋の形状変化：最新の知見
と今後の課題（p. 37-46）
1芝浦工業大学大学院理工学研究科，2日本学術振興会， 
3芝浦工業大学システム理工学部，4同志社大学スポーツ
健康科学部，5早稲田大学スポーツ科学学術院
江間諒一1,2，赤木亮太3，若原 卓4，川上泰雄5

　本総説では，トレーニングによるヒト骨格筋の形状変
化について，筋束長と羽状角に焦点を当て，これまでに
報告されている知見と，いまだ明らかとなっていない点
を概説した．競技アスリートを対象とした多くの横断研
究によって，両パラメータ（筋束長と羽状角）が様々な
トレーニングによって変化する可能性が示唆されてい
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る．レジスタンストレーニングを実施した縦断研究に
よって，両パラメータの変化に関する直接的なエビデン
スが蓄積されつつある．しかし，筋束長と羽状角それぞ
れに変化をもたらす要因について，いまだ一致した見解
は得られていない．骨格筋の形状は筋機能を決定する主
要な因子であることから，トレーニングによる変化が生
じるメカニズムを明らかにするため，さらなる研究の進
展が望まれる．

X線回折法による体力医学へのアプローチ（p. 47-55）
1東京慈恵会医科大学分子生理学，2女子栄養大学統合生
理学，3東海大学大学院体育学研究科，4東京慈恵会医科
大学分子免疫学，5高輝度光科学研究センター利用研究
促進部門
山口眞紀1，竹森 重1，木村雅子2，中原直哉1，大野哲生1，
山澤德志子1，横溝駿矢3，秋山暢丈4，八木直人5

　X線回折法は生理的に機能している横紋筋の分子構造
をオングストロームレベルの分解能で非侵襲的に観察す
る方法である．まずX線回折法からわかる横紋筋の筋節
構造の基本について述べた後に，X線回折法を応用した
体力医学領域の諸研究の中から，廃用性筋萎縮，骨格筋
ミオシン軽鎖リン酸化の筋活性修飾効果，筋収縮キネ
ティクスと筋節内分子構造の相関，速筋と遅筋の筋節内
構造の差異，遺伝性疾患の病態発現機構についての研究
を採り挙げてその成果を概説した．X線回折法が体力医
学領域でますます活躍することを期待している．

健常児と発達障碍児における一過性の運動が実行機能に
与える影響（p. 57-67）
1早稲田大学スポーツ科学研究科，2早稲田大学スポーツ
科学学術院
曽我啓史1，紙上敬太2，正木宏明2

　一過性の有酸素運動が健常児の実行機能に与える影響
を検討した研究が増加している．従来の知見に基づき，
注意欠陥障害・多動性障害や自閉症スペクトラム障害な
どの発達障碍児に対して，一過性運動の効果を検証した
研究が近年みられるようになった．本総説では，健常児
と発達障碍児に及ぼす一過性運動の影響に関する知見を
概観し，今後の検討課題について論じた．従来の知見を
纏めると，中強度の一過性運動によって健常児と発達障
碍児の実行機能は一時的に向上することが判明した．ま
た，一過性運動の効果は，運動の種類や参加者特性（有
酸素能力，実行機能の能力，発達障害の種類），認知課
題を実施するタイミング（運動後もしくは運動中）の違
いによって異なっていた．運動の効果に関する知見は蓄
積されているものの，実行機能の向上に最適な運動の種
類と強度は未だ明らかにされておらず，更なる研究が必
要である．

Short Review Articles

スポーツ医学におけるMicrocurrent Electrical Neuro-
muscular Stimulation の有用性と新展開（p. 69-72）
1聖マリアンナ医科大学スポーツ医学，2豊橋創造大学大
学院健康科学研究科
藤谷博人1，後藤勝正2

　スポーツ外傷には，靭帯，腱，骨格筋，皮膚等の軟部
組織の損傷が多くみられる．一般にスポーツ選手は，受
傷後，スポーツ現場への可及的早期復帰を強く望むこと
が多い．近年，組織損傷に対する治癒促進の手法に関す
る研究がいくつか報告されている．微弱電流（MENS：
Microcurrent Electrical Neuromuscular Stimulation）は，
早期のスポーツ復帰が可能であることが一部のスポーツ
現場において，以前より経験されてきた．MENSの効果
としては，靭帯損傷，腱損傷，創傷，等の軟部組織損傷
に対する修復促進作用に関する報告が散見される．最近，
スポーツ外傷の中で最も頻度の高い外傷の 1 つである筋
損傷に対しても，MENSは修復促進作用を持つことが報
告された．スポーツにおけるこれら一連の軟部組織損傷
に対する治療は，以前から局所安静を中心とした保存療
法が一般的とされてきた．しかしながら，受傷後早期か
らMENSを施行した方がより早い組織修復，治癒が期待
でき，MENSは軟部組織損傷全般に対する治療体系の中
の新しい標準的手法となる可能性がある．本総説では，
スポーツ外傷に対するMENSの有用性とスポーツ医学に
おける今後の展望について概説した．

振動刺激による錯覚動作と反射的な筋活動の関係
 （p. 73-76）
順天堂大学スポーツ健康科学部
木藤友規
　例えば，上腕二頭筋の遠位側の腱に振動を与えると，
腕を固定した状態であっても，肘の伸展動作を知覚する．
このような錯覚現象は，運動感覚の知覚特性や神経処理
基盤を解明するための方法として用いられてきた．一方
で，振動刺激による錯覚動作は，刺激された筋やその拮
抗筋における筋活動が付随すると信じられてきた．しか
し，刺激を受ける肢をリラックスした状態で，その肢の
動きにのみ注意を向けた場合には，筋活動を伴うことな
く動きの知覚を引き起こすことができる．本総説では，
振動刺激による錯覚動作と反射的な筋活動の関係につい
て概説した．

女性におけるエストロゲンの寒冷時体温調節行動への修
飾（p. 77-80）
1高知大学医学部解剖学，2早稲田大学人間科学部体温・
体液（統合生理学），3早稲田大学応用脳科学研究所
内田有希1, 永島 計2,3, 丸井朱里2

　本総説では，女性におけるエストロゲン（E2）の寒冷時
体温調節行動への修飾について概説した．体温調節は暑
熱時の発汗, 寒冷時の震え等の自律性体温調節と冷暖房
機器の利用, 着衣行動等の行動性体温調節の二つに分類
される．寒冷時自律性体温調節の神経経路と比べ, 行動
性体温調節の神経機構は殆ど明らかになっていない．環
境温の低下が皮膚に分布する感覚神経終末に発現する冷
受容分子TRPM8, TRPA1を介して受容され, この神経が
脊髄後根神経節, 脊髄後角を経由し, 脳の外側結合腕核
に至る点は, 自律性体温調節の神経経路と等しい．この
後, 未知の脳内の神経連絡により寒冷時体温調節行動が
惹起される．女性は更年期, 若年期ともに冷え症等の温
熱的不快感を訴えることから, E2欠乏や濃度変化が温熱
感覚や温熱的不快感を変えることで体温調節行動が変化
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すると推測される．ラットで報酬行動システムや我々が
報告した尾隠し行動（尾部を体幹下に隠す行動）にて体
温調節行動を評価すると, E2は寒冷時体温調節行動を促
進した．このとき, 神経マーカー cFosにより神経活動を
評価すると, E2投与ラットにて脳の島皮質の神経活動は
低下した．E2の末梢冷受容分子への影響は現在不明だが, 
少なくともE2の中枢（島皮質）への影響は寒冷時体温調
節行動に関与すると推測された．しかしながら, 神経経
路の同定を含め, 今後の研究が必要である．

変形性関節症におけるメカニカルストレスと酸化ストレ
ス（p. 81-86）
1聖マリアンナ医科大学スポーツ医学，2聖マリアンナ医
科大学難病治療研究センター
油井直子1，遊道和雄2，藤谷博人1，武者春樹1

　変形性関節症（osteoarthritis, OA）は，「関節軟骨の
変性や物理的摩耗の影響によって引き起こされる二次性
の滑膜炎，および軟骨・骨の新生増殖性変化などに基づ
く進行性の関節変性疾患」と定義される．加齢変化や肥
満等の生活習慣に関連して病期は進行し，関節の変形や
痛みが漸次増悪化していく変性疾患である．近年，多く
の研究報告から，OAの発症には加齢に伴う軟骨基質マ
トリックスの組成変化に加えて，肥満や荷重等のメカニ
カルストレスと，それに伴って誘導される酸化ストレス

（活性酸素種）の蓄積が関与すること，酸化ストレス環
境下に軟骨細胞のDNA損傷や軟骨基質の変性が引き起
こされることが明らかとされてきた．本総説では，OA
発症の主要因と考えられる関節軟骨組織へのメカニカル
ストレスによって生じる過剰なフリーラジカル産生と，
それによって生じる軟骨細胞DNA損傷およびDNA損傷
修復酵素の活性調節機構と軟骨変性発生機序との関連に
ついて概説する．
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加齢に伴う握力低下の性差：地域在住中高年者の10年間
の縦断研究から（p. 87-94）
1北翔大学生涯スポーツ学部，2愛知淑徳大学健康医療科
学部，3南山大学総合政策学部，4高知大学教育学部，5国
立長寿医療研究センター，6名古屋学芸大学大学院栄養
科学研究科
小坂井留美1，安藤富士子2，金 興烈3，幸 篤武4，大塚 礼5，
下方浩史6

　本研究は，加齢に伴う握力低下の性差を明らかにする
こと，および縦断疫学調査により40～89歳までの握力低
下の進行を記述することを目的とした．対象者は，無作
為抽出された地域住民で，ベースライン時に40歳～79歳
であった男性648名，女性598名であった．握力は標準的
な方法を用い，2 年に 1 回ずつ10年間にわたり測定した．
握力の残存率として，10年後の値をベースライン時の値
で除した値を算出した．握力の残存率と性，年代（ベー
スライン時の10歳毎の年代）との関連は，二元配置の
分散分析及びTukey-Kramerの多重比較を用いて検討し
た．10年間の握力低下の軌跡は，男女別に示した．握力
の10年間の残存率は，40歳代，50歳代，60歳代，70歳代
の順にそれぞれ，男性で0.90，0.88，0.84，0.79，女性で

0.89，0.89，0.89，0.88であった．握力の残存率と性，年
代との交互作用は有意であり，男性の握力の残存率は70
歳代ではそれより若い年代に比べ有意に低い結果であっ
た（p<0.05）．しかし女性では全ての年代において有意
な差はみとめられなかった．握力の軌跡を 1 歳毎の平均
値でたどったところ，男性では傾きが急であったが，女
性はほぼ横ばいであった．加齢に伴う握力低下は，男性
では高齢になると著しく増加するが，女性では中高年期
を通じて一定であることが示された．

膝前十字靱帯再建術後のトレッドミル歩行における床反
力前後分力の変容について（p. 95-103）
1早稲田大学スポーツ科学研究科，2奈良女子大学生活環
境学部，3帝京大学スポーツ医療学科，4早稲田大学スポー
ツ科学学術院
干場拓真1，中田大貴2，佐保泰明3，彼末一之4，福林 徹4

　本研究は膝前十字靱帯再建術後において体重移行の観
点からトレッドミル歩行中の歩行様式と膝伸展・屈曲筋
力を検討することを目的とした．ACL再建術者11名（男
性 6 名と女性 5 名）及び健常者17名（男性 9 名と女性 8
名）を対象とし，術後 6 と12カ月の時点において 3 歩
行速度条件下（至適，遅い：至適－20%，速い：至適＋
20%）のトレッドミル歩行を行わせた．歩行中の両側の
床反力 3 成分（前後，左右，鉛直）のピーク値を測定し，
床反力成分のばらつき（変動係数）を解析した．結果，
術後 6 と12カ月時の術側脚とコントロール脚は時間的変
数から同様な歩行周期が認められた．しかし，前後分力
の変動係数の術側脚・非術側脚比較において，術後 6 カ
月では有意差が認められたが術後12カ月では消失した．
大腿四頭筋の筋力低下は術後12カ月まで認められたこと
から，前後分力の変容は大腿四頭筋の筋力低下の影響を
受けていない可能性が示唆された．これより，術後 1 年
以内のACL再建術者における歩行は術側脚と非術側脚
が代償し合うことによって遂行されると考えられた．

股関節回旋は女性アスリートの前十字靭帯損傷の危険因
子である（p. 105-113）
1神戸市立医療センター中央市民病院整形外科，2リハビ
リテーション科
安田 義1,2，横井佑樹2，小柳圭一2，濱本和孝2

　現時点で，女性の膝前十字靭帯（ACL）損傷の危険
因子となる股関節の解剖学的因子は同定されていない．
本研究の目的は，女性の股関節回旋とACL損傷との相
関，女性の股関節回旋とACL損傷スクリーニングテス
トによる膝外反誘発（ACL損傷の最も有力な危険性予
測因子）との相関を明らかにすることである．17名の大
学ハンドボール女子選手のうち 8 名にACL損傷の既往
を認めた．その 8 名の選手と残り 9 名のACL非損傷選
手を比較した場合，ACL損傷女子選手は股関節内旋角
度が有意に大きく，股関節外旋角度が有意に小さいこ
とが判明した．ロジスティック回帰分析を行うと，股
関節回旋角度はACL損傷の有無と有意に相関していた．
股関節内旋角度が外旋角度より大きいinternal rotation 
dominanceがACL損傷女子選手 8 名のうち 7 名に認めら
れたのに対して，ACL非損傷女子選手では 9 名のうち
3 名にのみ認められた．ACL損傷の危険性を予測する
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スクリーニングテストによる膝外反誘発の有無を健常女
性31名で調査すると，vertical jump testで24名，single-
leg squat testで22名が膝外反陽性であった．膝外反陰
性の女性と比べて，膝外反陽性の女性では股関節外旋角
度が有意に小さく，股関節外旋角度とスクリーニングテ
ストによる膝外反陽性とは有意に相関していた．また
internal rotation dominanceも膝外反陽性と有意に相関
していた．女性に比べて，スクリーニングテストによる
膝外反誘発陽性率は男性では低く，股関節回旋角度また
はinternal rotation dominanceと膝外反誘発との間に相
関を認めなかった．本研究結果から，ACL損傷リスク
の高い女性アスリートを特定するのに股関節回旋角度を
測定することが有用である可能性が示唆された．


