
．はじめに

ヒトの随意運動は脳で形成された運動命令が脊髄を介し筋線維に伝達され収縮することで

発現される。運動命令の形成には大脳の一次運動野、運動前野、補足運動野、帯状回運動野

と呼ばれる運動関連領野や基底核および小脳などが関与している。一度発せられた運動命令

は筋からフィードバックされた感覚情報を基に修正され適切な運動命令が発せられる。この

ように運動中に運動命令が瞬時に修正され発射されることにより合目的的な運動が発現される。

運動中には疲労が生じ、運動発現のレベルが徐々に低下する。疲労は突発するのではな

く、徐々に増大する。疲労困憊になると運動を継続することが困難になる。運動によって生

じる疲労を運動性疲労と呼び、精神性疲労と区別される。運動性疲労とは運動に必要とされ

る力を発揮できない状態と定義され ）、力の発揮に関与する神経系と筋系のシステムの両面

から研究が展開されている。運動性疲労の要因から中枢要因と末梢要因とに分けられる。つ

まり、運動を起こす側の問題と運動を行う側の問題が想定されている。中枢及び末梢の要因

は様々に指摘されているが、共通した要因としては、シナプス伝達効率の低下、エネルギー

枯渇、血流不全などが挙げられる ） ）。当然ながら、運動性疲労は少なからず中枢及び末梢

の つの要因が相互に影響することで生じる。現在、運動性疲労の研究では中枢あるいは末

梢のどの要因が優先され運動が制御されるのかという問題の解明に焦点が当てられている。
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年代の研究では、疲労の主要因は中枢ではなく末梢にあると結論付けられてきた
） ） ）。しかし、当時は運動中に中枢の活動を測定する計測機器が十分に発達していなかっ

たため、研究対象が末梢の活動に限定されていた。しかし、近年の科学技術の発達により、

運動中に脳の血流量、血液量及び放射性同位体の動態などが測定できるようになり間接的で

はあるが中枢の活動を観察できるようになり始めた。そして、運動性疲労は末梢だけでなく

中枢においても疲労に関連する現象が確認されるようになってきた。最近では、高強度運動 ）

や長時間運動後 ）における中枢の疲労現象が指摘されている。脳組織の活性は、経頭蓋磁

気刺激装置や機能的磁気共鳴画像（ ）などを

用いて研究されてきた。しかし、これらの機器を用いて、運動中の疲労困憊に至るまでの脳

活性の変化を捉え続けることは技術的に困難である。一方で、近赤外線分光法装置（

）は、絶対的な指標とはなりえないものの、動的な運動条件

下で時系列的に計測が可能であり、実際の運動に近い形での計測が可能であるという利点を

持つ。しかし近年増加しつつある によって測定した中枢疲労に関する報告では運動中

に増加した皮膚血流の影響を考慮したものは少ない。そのため、測定結果が異なり統一的な

見解をみない。そこで本実験は運動中の脳血液動態測定時における頭部皮膚血流の影響につ

いて検討した。

．運動時の中枢の血液動態測定

）被験者

成人男性（年齢 歳 身長 体重 ） 名が参加した。すべ

ての被験者は右利きであった。被験者は心疾患及び血管系疾患などはなく健常であった。被

験者は測定の 時間前から食事及びアルコールの摂取が禁止された。

）方法

実験室は静かな状態で室温 、湿度 ％程度に保たれた。被験者はマット上に仰向けの

状態で測定された。被験者は視覚的刺激を防止するためアイマスクを着用し、右手でデジタ

ル握力計を全指で握るように求められた。デジタル握力計のグリップの調整は測定前に各被

験者が行った。近赤外分光法装置（ ）の つのプ

ローブは左右の前頭葉にそれぞれ装着し頭部の血液動態を測定した。各プローブの発光部と

受光部との距離は とした。被験者は仰向けの状態で 分間安静を保ち、その後音刺激

を合図に 秒間の最大努力握力発揮と 秒間の安静を 分間繰り返した。
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近赤外線分光法を用いた中枢疲労測定における頭部皮膚血流の影響（久保山・高元）

）統計処理

運動初期、運動中期及び運動終期のデータは一元配置分散分析（ ）を行い

による多重比較検定を行った。すべてのデータは平均値 標準偏差で表し統計処理

においては ％未満を有意水準とした。

）

は脳における酸素代謝や血液循環の変化を非侵襲的に測定できる。 らによ

り初めて生体での組織酸素動態計測装置として応用され ）、 と らによりヒト

の脳および骨格筋における酸素動態の計測が行われた ） ）。 による組織酸素動態の測

定原理は高い組織透過性及びヘモグロビン ミオグロビン（ ）の吸収係数の波長依

存性による。 は頭皮上より近赤外光を頭蓋内に向けて照射し、脳を通過して頭蓋外に

出てきた近赤外光を測定する。測定される指標は酸化型 （ ）と還元型

（ ）の濃度変化である。 はこの光が通過するすべての組織の酸素代謝や血

液循環を反映している。つまり、 における と の濃度変化は、近赤

外光が通過する全組織を分母とした濃度変化として表示される点である。そのため単位は

量（ ） 組織容積（ ）として表わされる。また 量と 量の和は総

量（ ）の濃度変化を表わしており、血液量の変化を示している。本実験で使用

した は他に の酸素飽和度（ ）及び の相

対濃度（ ）の測定も可能であった。

．中枢疲労測定時の皮膚血流の影響

）最大努力握力の変化

最大努力握力は 分間に 回測定した。 回目から 回目までを運動初期、 回目から

回目までを運動中期、 回目から 回目までを運動終期とし、各運動期の 回分の平均値を

用いた。

最大努力握力は、運動時初期は 、運動中期は 、運動終期は

であった。運動初期、中期及び終期のすべての間で有意差が認められた。

）

）

）



）積分筋電図（ ）の結果

運動中に表面筋電図法により筋電位の導出を行った。表面筋電図は腕橈骨筋及び総指伸筋

で測定し で示した。

は、運動時初期では 、運動中期では 、運動終

期では であった。運動初期、中期及び終期のすべての間で有意差が認め

られた。
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図 運動初期、運動中期及び運動終期における最大努力握力の変化
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近赤外線分光法を用いた中枢疲労測定における頭部皮膚血流の影響（久保山・高元）

）左前頭葉の酸素化ヘモグロビン（ ）量の結果

左前頭葉の 量は、運動時初期は 、運動中期は

、運動終期は であった。運動初期及び運動中期の間に有意な

差は認めらなかった。運動中期及び運動終期との間には有意な差が認められた。

）左右の前頭葉の酸素化ヘモグロビン量の差（ ）の結果

神経解剖学的に身体の右側の運動は脳の左半球が司り、左側の運動は脳の右半球が支配す

る。本実験の被験者はすべて右利きであったため、右前頭葉の血液量の変化は握力運動が及

ぼす全身的な血流量増加の影響であり主に頭部皮膚血流の変化である。本実験に参加した被

験者はすべて右利きであったため、神経解剖学的に右前頭葉は運動に関与しない。左前頭葉

の 量から右前頭葉の 量を減じた 量は運動によって生じる頭部の

皮膚血流の増加量の影響を取り除いた真の脳血液動態となる。

は、運動時初期は 、運動中期は 、運動終

期は であった。運動初期、中期及び終期との間で有意差が認められ

た。

図 運動初期、運動中期及び運動終期における左前頭葉の の変化



．考 察

随意運動を発現するには脳神経細胞の活動が必要となる。脳神経細胞が活動するには酸素

とエネルギー源としての糖が断続的に供給されなければならない。脳神経活動が活発になれ

ば、その活動状態に応じてそれらの供給量を増加させなければならない。運動は脳神経細胞

の活動の結果であるため、運動に関与する運動中枢においてはその周辺の極めて限られた範

囲で血流量を増加させることが必要である ）。脳の領域には運動野、視覚野や聴覚野など機

能局在性があり特定の働きをすることが知られている。本実験では前頭野で運動時の脳血液

動態の測定を行った。前頭野は運動の統合的な司令系として働く ）。前頭野からの情報は運

動前野、前補足運動野、帯状皮質運動野及び補足運動野の高次元運動野を経由して最終的に

一次運動野へと出力されている。そして一次運動野から末梢へと運動指令が出力される。運

動時の脳の活動を観察するためには最終的に運動指令が出力される一次運動野の血液動態を

測定することが妥当であるが、本実験で使用した は近赤外線の吸光度を利用して

を測定するため毛髪により発光が吸収されることがあり測定が困難であった。そのため、運

動の統合的な司令系である前頭野で測定をした。

最大努力握力は運動前期、運動中期そして運動後期になるにつれ明らかに低下した。運動

性疲労とは運動に必要とされる力を発揮できなくなった状態と定義されている。この定義に

当てはめると、明確に運動性疲労が生じている。握力運動は主に前腕及び手掌の複数の筋群
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近赤外線分光法を用いた中枢疲労測定における頭部皮膚血流の影響（久保山・高元）

の収縮によって発現される。最大努力握力の低下は筋張力の低下によるのである。筋張力を

変化させる場合には運動単位の発射頻度あるいは活動する運動単位数を変化させる。通常、

筋張力を漸増させていくと、運動ニューロンのサイズが小さく筋線維数が少ない運動単位の

活動に加えサイズが大きく筋線維数が多い運動単位が活動しその後最大筋張力となる。筋の

活動を示す も同様に徐々に増加しその後最大値を示す ）。 の結果では運動初

期、運動中期そして運動後期へと明らかに減少している。筋組織における疲労の指標となる

の増加が認められないことを考慮すると、運動初期、つまり 回目から 回目までの

間で既に運動ニューロンのサイズの移行及び筋の動員が完了していると考えることができ

る。そのため運動中期及び運動後期では筋群の活動の減衰により が低下したと考え

られる。運動発現の解剖学的神経経路を考慮すると、筋活動と脳神経細胞は密接な関係があ

る。筋活動の低下が生じている場合は脳神経細胞の活動も低下していることが考えられる。

しかし左前頭葉の は運動初期と運動中期に有意な低下は認められていない。つまり

末梢では運動性疲労が生じたにもかかわらず中枢の脳神経細胞は活動し続けていたことにな

る。このことは解剖学的構造の経路から考えると矛盾が生じる。この矛盾の説明には、前頭

葉の筋力低下に伴う補足的活動が推測される。しかし左前頭葉は速度、加速度、力など運動

のパラメーターとの関連が少なく ）、筋力の低下を補足する可能性は考えにくい。他の要因

としては運動中の頭部皮膚血流の増加がある。安静時とは異なり、運動中は自律神経系の作

用で体内の血流分配が変化する。頭部皮膚血流量も安静時より増加する。 は頭皮上よ

り近赤外光を頭蓋内に向けて照射し、脳を通過して頭蓋外に出てきた近赤外光を測定する。

よって頭部皮膚血流の影響を受けることは容易に考えられる。そこで、右手での運動に関与

しない右前頭葉における の変化量を皮膚血流量の変化として左前頭葉の の

変化量から減じることにより測定時の皮膚血流の影響を除去した。この変化量を

として検討した。その結果、 は運動初期、運動中期そして運動終期で有意に低

下した。このことは前頭葉の機能及び解剖学的神経経路の両面で合致する。つまり、中枢の

脳神経細胞の活動が低下したため運動命令の出力も低下し、それに伴い筋収縮及び筋張力も

低下したと結論付けることができる。このように、左前頭葉の のみを脳神経活動の

観察に利用することは困難である可能性が示唆される。

．まとめ

運動時の中枢活動を観察するために血液動態の測定が広くおこなわれている。しかし、運

動時には皮膚血流も増加するためその影響を考慮しなければならない。そのため、

のみの観察ではなく や の酸素飽和度（ ）な

どの指標も注意深く観察する必要がある。

）

）



本研究は平成 年度から 年度大阪商業大学研究活動奨励助成費の支援を受けて行ったものであ

る。
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