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【抄録】
緒言

脳性麻痺児には 、神経障害や異常歩行を伴った様々な運動障害が存在する。痙縮は身体に
影響を与える神経障害で最も著明に出現する。Lance[1]によれば、痙縮は伸張反射や筋緊張
の亢進をともなった速度依存性の上位運動ニューロン障害と定義される。痙縮は主に受動的
状態下において、Modified Ashworth Scale(以下 MAS) [2]や Tardieu scale[3]などの臨床
評価や、バイオメカニクス手法や筋電図などで評価される。後者の評価は、より客観的尺度
情報を与えてくれるが、機能面の理解がいまだに乏しい。特に、痙縮と歩行における関連性
については未だわかっていない事が多い。痙縮が速度依存性を持ち合わせるという定義に沿
えば、歩行速度の増加は、歩行と痙縮の関係性をより明確にさせるかもしれない。速い速度
での歩行は正常発達児や脳性麻痺児などの双方において歩行パターンを変化させる[4-8]。
正常発達児や脳性麻痺児の歩行速度を増加させ、速度上昇に伴う影響の違いを検討すること
で、痙縮が歩行に与える影響についてその間接的見識が得られるかもしれない。本研究の目
的は、速度増加に伴う歩行の変化を正常発達児と脳性麻痺児の間で比較する事で、歩行にお
ける痙縮の特性を捉える事である。特に本研究では、下腿三頭筋とハムストリングスについ
て焦点を当てる。
方法

<対象>
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53 人の痙直型脳性麻痺児および 17 人の正常発達児が本研究に参加した。対象基準は、1)痙
直型脳性麻痺児 、2)歩行可能である事、3)同一下肢において下腿三頭筋およびハムストリ
ングスの Tardieu scale が評価されている事、である。除外基準は、ジストニア、アテトー
ゼ、重度の認知障害、整形手術の既往歴、バクロフェンならびにボトックス注射を 6 ヶ月以
内に施注した児である。痙直型脳性麻痺児の観測下肢として、MAS scores に基づき、両側
下肢間でより痙縮が強い下肢が判定された。10 人の痙直型脳性麻痺児は MAS scores が同等
であったため、Tardieu scale によって選別した。MAS scores および Tardieu scale が同等
であった際は、右下肢を選択した。正常発達児は基本的には右下肢を観測下肢とし、筋電図
など計測不良がある場合は左下肢を観測下肢とした。
<研究デザイン>
評価は臨床評価と 3 次元動作解析による歩行分析を実施した。臨床評価は、ROM、骨アライ
メント、MAS、Tardieu scale、両下肢における下肢長および選択性[9]の評価を行った。使
用機器は、3 次元動作解析装置(サンプリング周波数 100hz)、床反力計、筋電図計(サンプリ
ング周波数 1500hz)である。3 次元動作解析によるマーカーセットは、plug in gait モデル
に従い、両下肢合わせて 15 個のマーカーを貼付した。表面筋電図は左右合わせて 8 つの筋
を記録後、バンドパスフィルター処理(20-500hz)を行った。左右合わせて 8 つの筋を記録し
たが、本研究では下腿三頭筋及び内側ハムストリングスについて報告する。全ての子供は裸
足歩行を行った(10m 歩行路)。まず自由歩行を行い、次に よりやや速く、最後に本人の最
大歩行速度で歩くよう指示した。各速度条件において、最低 3 回分の試行がとれるよう計測
をおこなった。
データ解析

観察対象は以下である。運動学データは、矢状面、前額面、水平面における骨盤および両側
下肢股関節、膝関節、足関節である。運動力学データは、股関節、膝関節、足関節に関する
(内部)モーメントである。筋電図データは、筋電波形から、歩行周期における相ごと(0100%、0-20%, 立脚期、遊脚期、80-100%)に二乗平均平方根(root mean square: rms)を算出
後、快適歩行速度時の最大 rms によって正規化した値である。筋長の推定は、Delp[10]によ
る筋骨格系モデルを用いた。すべての筋長は、解剖学的正位に対する比率(%)で示された。
推定された筋長を微分する事で、筋収縮に伴う筋長速度を求めた。上述した観察対象(運動
学データ、運動力学的データ、筋電図データ)について、歩行周期毎( 0-20%, 立脚期、遊脚
期、80-100%)ならび歩行周期全体(0-100%)を通して、最大値、最小値、平均値、最大および
最小値になる歩行周期中のタイミングについて求めた。
○歩行における速度効果
歩行における速度効果を群間で比較するため、脚長と重力加速度によって定義される無次元
速度を用いた。無次元速度における約 0.48 は快適歩行速度、約 0.7 は歩行から走行への相
転移速度に相当する[11]。まず、被験者毎に、自由歩行速度、自由歩行よりやや速い速度、
最大歩行速度の各速度で得られた変数をプロットし、変数と速度との回帰直線を求めた。こ
の回帰直線から無次元速度が 0.3(低速度歩行に相当)および 0.6(高速度歩行に相当)になる
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ときの変数の値を、それぞれ低速度下および高速度下の変数として求めた。また、速度増加
の効果をみるため、各変数の低速度下および高速度下の差(different score: DS)を求めた。
統計

被験者の各速度から求められたそれぞれの変数と速度との回帰直線において決定係数 R2 を
求めた。R2 が 0.1 以下の被験者の変数は除外した。続いて、各変数と速度の回帰直線から
求められた（0.1 より大きい）R2 を群ごとに平均し、平均の R2 が 0.4 以下の変数は両群か
ら除外した。この手順を終え、残った変数について、データの正規分布を確認後、回帰直線
の低速度(0.3)、高速度(0.6)下に相当するそれぞれの値、および低速度、高速度から求めら
れる DS の値について群間比較（Mann-Whitney 検定）を行った。
結果

決定係数が 0.4 以上の変数は 75 あった。そのうち、16 の変数において正常発達児と脳性麻
痺児間で有意な違いがあった。
<速度増加に伴う時空間因子の変化>
・速度増加に伴う歩行率の増加は、正常発達児より痙直型脳性麻痺児で顕著であった。
・速度増加に伴う片脚支持時間の減少は、正常発達児より痙直型脳性麻痺児で顕著であった。
・速度増加に伴う両脚支持時間の減少は、正常発達児より痙直型脳性麻痺児でわずかにみら
れた 。
<下腿三頭筋に関連する変数>
・踵接地期から立脚中期における足関節の角速度は、低速度、高速度の両速度下において痙
直型脳性麻痺児は正常発達児より大きかった。
・歩行周期における 0-20%において、速度増加に伴う下腿三頭筋の増加は正常発達児より痙
直型脳性麻痺児で顕著であった。
・立脚期を通して、痙直型脳性麻痺児は低速度下においても下腿三頭筋の活動が顕著であっ
た。
・遊脚期における下腿三頭筋長の速度は、正常発達児は痙直型脳性麻痺児より低速度、高速
度の両速度で大きかった。速度増加に伴う遊脚終期の下腿三頭筋長の速度は、正常発達児の
方が痙直型脳性麻痺児より大きくなった。
<内側ハムストリングス に関連する変数>
・立脚中期における膝関節の最大伸展モーメントのタイミングは、速度増加に伴い、痙直型
脳性麻痺児は正常発達児より遅れる変化が観察された。
・立脚期における股関節最大伸展モーメントおよび股関節パワーは、速度増加に伴い、痙直
型脳性麻痺児は正常発達児より大きくなった。
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・遊脚期における内側ハムストリングスの筋長速度は、痙直型脳性麻痺児は低速度、高速度
ともに正常発達児より低い値を示しており、速度増加に伴い、その傾向はより顕著であった。
考察

低速度、高速度下それぞれの速度の変数について、正常発達児、痙直型脳性麻痺児間で多く
の違いが観察された。速度増加の影響を示す DS については、正常発達児、痙直型脳性麻痺
児間では 75 個中 49 個で違いが観察されなかった。違いが観察された 16 の変数中、下腿三
頭筋、内側ハムストリングスの DS で群間の違いが多く観察された。特に本研究では、速度
増加に伴って変化する数多くの変数の内、内側ハムストリングスよりも下腿三頭筋に関連す
る変数で多くの違いが観察された。痙縮を伴う下腿三頭筋は、立脚期および遊脚期における
運動学、運動力学、筋電図それぞれのデータで観察された。痙縮を伴う内側ハムストリング
スは、高速度下における筋長速度の低下、という現象で観察された。高速度下では、痙直型
脳性麻痺児は正常発達児よりも歩行率の増加および股関節伸展モーメントの増加という異な
るストラテジーを用いている事が観察された。
本研究には限界がいくつかある。筋長速度を求める際に用いる筋骨格系モデルは、運動に伴
う筋および腱状態を考慮されたモデルではないため、さらなる正確な計測が必要である。ま
た、今回の計測基準よりも幅広い痙縮の状態の児達の計測や、他の筋部位についての観察も
行わなければいけないだろう。
結語

歩行速度の増加によって、歩行に対して痙縮が影響を与える可能性があるかもしれない 。
特に、歩行速度の増加と痙縮の関係性を示す特徴は、下腿三頭筋では歩行周期全体を通して
観察され、ハムストリングスでは遊脚期でより観察された。
総評

本論文は、痙縮が機能的側面に与える影響について、歩行を通して、観察対象部位および
タイミングについて参考になる結果を示している。通常、痙直型脳性麻痺児は、遠心性収縮
や主動作筋と拮抗筋の分離運動、および筋活動の切り替えが得意とはいえない。それらの特
性が本論文の結果においても明確に観察されている。例えば、通常立脚期において前脛骨筋
は遠心性収縮が行われるが、その運動が行われない事によって痙直型脳性麻痺児では足関節
の角速度は正常発達児より大きい。また遊脚期においても、大腿の振りを遠心性運動によっ
て制御するハムストリングスの活動が脳性麻痺児ではあまり見られない。
痙縮が日常生活における機能的側面についてどのような影響を及ぼしているか明確にする事
は重要である。身体運動を観察する上で、数多くある着眼点から照準が絞られていることは、
時として適切かつ迅速な評価や治療アプローチの選択につながるため、本論文の結果はその
一助となりうるだろう。本論文では観察対象として骨盤、下肢などに焦点を当てているが、
痙直型脳性麻痺児の代償動作は上肢、体幹など全身の身体部位に観察される。こうした身体
部位や、今回注目した下腿三頭筋、内側ハムストリングス以外の下肢筋活動についても、速
度増加に伴う影響に関する報告が待たれる。
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