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　健常者における上肢への抵抗運動方向の差異が対側ヒラメ筋 H波へ及ぼす神経生理学的遠隔効果・後効果をヒラメ筋 H波
を指標とし検証した . 健常者 12名に肩関節屈曲 -外転 -外旋の抵抗運動による静止性収縮 (R-F-A-E)・肩関節伸展 -内転 -内
旋の抵抗運動による静止性収縮 (R-E-A-I)・安静の 3課題を無作為に各被験者に施行し , 左ヒラメ筋 H波を課題前安静 20秒・
課題時 10秒・課題後の安静 180間誘発し , 10秒毎に相分けした . H/Mmaxを指標とした多重比較検定の結果 , 課題要因で
は R-F-A-E課題と比較し R-E-A-I課題で有意に促通し , 時間要因では課題後の安静 (C2～ C19) と比較し課題時 (C1) に有意
に促通した . R-E-A-I課題は課題時の H/Mmaxが一番大きかったが , 課題後の安静では安静課題より H/Mmaxが減弱した . 

R-E-A-Iの神経生理学的遠隔効果は抵抗運動時に促通し , 遠隔後効果として抵抗運動後に抑制する傾向が推察され , 直接的ア
プローチであるホールド・リラックス手技と同様にリラクセーション効果が得られる可能性が示唆された .

　　遠隔効果・後効果 , 抵抗運動 , ヒラメ筋 H波 , PNF, 上肢
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はじめに

臨床で長期臥床や活動制限により廃用性の筋力低下や関
節可動域制限を呈した症例を多く経験する . 患側肢のリラク
セーションや運動単位の動員が困難な場合 , 健常な部位への
抵抗運動により患側肢へアプローチする間接的アプローチが
用いられることがある . 間接的アプローチの臨床的効果とし
て固有受容性神経筋促通法 (Proprioceptive neuromuscular 

facilitation; PNF) を用いた先行研究があり , これらの機序と

して下行性の遠隔効果が示唆されている . 

下行性の遠隔効果は目的とする筋よりも頭側の筋の抵抗運
動により得られる遠隔効果で，先行研究では , 手関節伸筋群
の抵抗運動による静止性収縮で上肢から遠隔のヒラメ筋の運
動ニューロンの促通を認めたという神経生理学的遠隔効果が
報告されている 1,2）. また ,肩関節伸展 -外転 -内旋パターン
とその拮抗パターンである肩関節屈曲 -内転 -外旋パターン
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2　 肩関節伸展 -内転 -内旋の抵抗運動による 10秒間の静止
性収縮 (R-E-A-I) : R-E-A-I課題 (図 2) 

　右肩関節屈曲 90°, 肘関節伸展 0°, 前腕回内 45°, 手関
節軽度掌屈位で滑り止めを付けたロープを把持させ , 

50%MVCの負荷量で肩関節屈曲 -外転 -外旋方向への牽
引に対しその肢位を保持し静止性収縮を実施した . 

 

対象と方法

1．対象

　対象は , 神経学的・整形外科的疾患の既往のない利き手と
利き脚が右の健常者 20名で , 利き手はエディンバラテスト
を用いて右利きであることを確認した . 利き脚はボールを蹴
る足が右であることを確認した 5）.被験者 20名中 , 小さなM

波を誘発できなかった 1名と痛みのため最大M波 (Mmax）
を誘発できなかった 6名と H 波を誘発できなかった 1名を
除外し , 最終的に被験者は 12名 (男性 9名 , 女性 3名 ), 平
均年齢 ±標準偏差は 23.4±2.7歳であった . 

本研究は首都大学東京荒川キャンパス研究安全倫理審査委員
会による審査・承認 (承認番号：17012) を得た上で , 全ての
対象者に研究の趣旨を説明し , 同意を得て行った . 

2．測定方法と使用機器

1）課題
　被験者の肢位は背臥位で両大腿の下に枕を置き股関節・膝
関節を軽度屈曲位とし , 両上肢は体側に位置させ , 以下の 3

つの課題を乱数表を用い無作為に実施した . 

1　 肩関節屈曲 -外転 -外旋の抵抗運動による 10秒間の静止
性収縮 (R-F-A-E) : R-F-A-E課題 (図 1) 

　右肩関節屈曲 90°, 肘関節伸展 0°, 前腕回内 45°, 手関節
軽度背屈位で滑り止めを付けたロープを手関節にかけ , 

50%MVC (Maximum voluntary contraction; MVC) の負
荷量で肩関節伸展 -内転 -内旋方向への牽引に対しその肢
位を保持し静止性収縮を実施した .

の中間域での静止性収縮時と静止性収縮後の安静時のヒラメ
筋 H波の比較では , 運動肢と同側のヒラメ筋 H波（最大M

波（Mmax）により基準化した H/Mmaxを指標）に及ぼす
影響は運動方向に依存するが , 対側ヒラメ筋H波に及ぼす影
響は運動方向に依存しない . さらに , 同側・対側ヒラメ筋 H

波共に静止性収縮後に有意な抑制が認められ , 屈曲 -内転 -

外旋パターンにおいては同側ヒラメ筋 H波に経時的なリラク
セーション効果を認めたことが報告されており , 拮抗する上
肢の抵抗運動方向による同側・対側下肢への神経生理学的遠
隔効果・後効果は異なることが示唆されている 3,4）.  

このように拮抗する上肢の抵抗運動方向の違いがヒラメ筋
H波に及ぼす影響には差異が生じることが示唆されており , 

肩関節屈曲 -外転 -外旋の抵抗運動による静止性収縮 (Resis-

tive static contraction of the shoulder fl exion - abduction - 

external rotation; R-F-A-E)とその拮抗パターンである肩関
節伸展 -内転 -内旋の抵抗運動による静止性収縮 (Resistive 

static contraction of the shoulder extension - adduction - 

internal rotation; R-E-A-I) が対側ヒラメ筋H波に及ぼす影
響にも差異があると考えられるが明らかでない . 本研究の目
的は，健常者を対象に上肢への抵抗運動方向の違いによる対
側ヒラメ筋 H波への神経生理学的遠隔効果・後効果の差異を , 

ヒラメ筋 H/Mmaxを指標として検証することである .

図 1.　R-F-A-E
点線矢印：運動方向，実線矢印：牽引方向

図 2.　R-E-A-I

点線矢印：運動方向，実線矢印：牽引方向

3　 背臥位安静保持 : 安静課題
　両大腿の下に枕を置き股関節・膝関節を軽度屈曲位とし , 

両上肢は体側に位置させ背臥位を 190秒間保持させた . 

2）最大筋力の測定と負荷量の決定
　徒手筋力計 (酒井医療株式会社製 ) を使用し肩関節屈曲 -

外転 -外旋と肩関節伸展 -内転 -内旋の最大筋力MVCを乱数
表を用いて 3回測定し最大値を採用した . 測定肢位は , 各課
題時と同様とした . 各課題のMVCに 50%を乗じて , 100g未
満を四捨五入した値を負荷量とした . 

3）主観的運動強度
　R-F-A-E・R-E-A-I課題後に主観的運動強度を 11段階の数
値評価スケール (Numerical Rating Scale; NRS) にて評価し
た . MVC測定直後に聴取した最も運動強度が大きかった抵
抗運動時の主観的運動強度を NRSの 10とし , 全く努力を必
要としない状態の主観的運動強度を NRSの 0とした . 
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2）�時間・課題・個人の要因における課題時・課題後の安静
のH/Mmax の差の検証

　課題時・課題後の安静における H/Mmaxの差異を検証
するために，H/Mmaxを指標とし時間 (C1～ C19)・課題 

(R-F-A-E課題・R-E-A-I課題・安静課題 )・個人を要因とし
た三元配置分散分析を実施し , 有意な主効果を認めたものに
ついては多重比較検定 (Bonferroni法 ) を実施した . 

3）課題時の主観的運動強度とH/Mmax の関係
　R-F-A-E・R-E-A-I時の主観的運動強度と H/Mmaxの相関
を検証するために , Spearman順位相関係数を求めた . また , 

R-F-A-E・R-E-A-I課題の課題時の主観的運動強度の差を比
較するためにWilcoxonの符号付順位検定を実施した . 

4）各課題のH/Mmax の変化率
　各課題の経時的な H/Mmaxの変化を検証するために , 各
相 (C1～ C19) における H/Mmaxの変化率を次式より算出
した . 

変化率 (%) = (各相の H/Mmax-課題前の安静の H/Mmax) / 

(課題前の安静の H/Mmax) ×100

結果

1）各課題前の安静におけるH/Mmax の差異の検証
　各課題前の安静のH/Mmaxを指標とし時間・課題・個人を要
因とした三元配置分散分析の結果 , 時間 (F1,55=1.03, p=0.31), 課
題 (F2,55=3.12, p=0.52), 個人 (F11,55=85.84, p=0.00) で各課題間
に有意差は認められず , 各被験者の最初の課題前の安静のH波
振幅値に戻っていた .  

2）�時間・課題・個人の要因における課題時・課題後の安静
のH/Mmax の差の検証

　H/Mmaxを指標とし , 時間・課題・個人を要因とした三
元配置分散分析の結果 , 時間 (F18,616=2.30 , p=0.02), 課題 

(F2,616=8.47, p=0.00), 個人 (F11,616=1340.94, p=0.00) に有意な
主効果を認め , 時間×課題においては有意な交互作用は認めら
れなかった (F36,616=0.93, p=0.59). 時間を要因とした多重比較
検定の結果 , 課題後の安静 (C2～C19) と比較し課題時 (C1) で
H/Mmaxが有意に大きかった (表 1). 課題を要因とした多重比
較検定の結果 , R-F-A-E課題と比較しR-E-A-I課題において有
意な増大を認めた (p=0.00) (図 3).

 

3）課題時の主観的運動強度とH/Mmax の関係
　R-F-A-E・R-E-A-I 時の主観的運動強度とH/Mmaxについ
て Spearmanの順位相関係数を求めた結果 , ρ=-0.10 (p=0.66) 

であり , 有意な相関を認めなかった . また , R-F-A-E・R-E-A-I

の課題時の主観的運動強度の差を比較するためにWilcoxon

の符号付順位検定を行った結果 , 有意差は認められなかった 

(p=0.48). 

4）各課題のH/Mmax の変化率
　H/Mmaxの変化率は , R-F-A-E課題では課題時に 23.01% 増

4）左ヒラメ筋H波・M波の誘発と記録
　誘発電位・筋電図検査装置 (日本光電社・Neuropack 

MEB9100) を用いてM波を伴う H波を誘発した . 導出用電
極を貼付する部位を剃毛し , 皮膚処理用ジェル (日本光電工
業株式会社製 , スキンピュア ) で皮膚処理しアルコール綿で
清拭後 , インピーダンスが 1kΩ以下であることを確認した . 

記録電極を左ヒラメ筋腹上 , 基準電極を左外果に貼付し , 左
膝窩より脛骨神経を電気刺激した (電気刺激：持続時間 1ms, 

刺激頻度 1Hz). 

　最初に最大M波を決定し , 刺激強度はわずかにM波が観
察できる強度 6）とし , 実験中はM波の定常性を確保するよう
調整した . 測定時間は , 課題前の安静 20秒間と課題時 10秒
間・課題後 180秒間 (安静課題では安静 190秒間）の計 210

秒で , 各課題間で休憩を取り , H波振幅値が最初の課題前の
安静の振幅値に戻ったことを確認し次の課題を開始した . 

3.�実験手順

 1)  　3課題 (R-F-A-E課題・R-E-A-I課題・安静課題 ) の施行
順を乱数表に従い無作為に決定した . 

 2)  　課題を対象者に説明し練習を行った . 

 3)  　R-F-A-E・R-E-A-IのMVCを測定し , 負荷量を決定した . 

 4)  　主観的運動強度の基準の決定のために , R-F-A-E・R-E-

A-IのMVC測定直後に最も運動強度が大きかった抵抗運
動を聴取し , 主観的運動強度の NRS10とした . 

 5)  　課題実施前に, 左ヒラメ筋の最大M波を誘発し記録した .

 6)  　左ヒラメ筋 H波・M波を課題前の安静 20秒間と課題時
10秒間・課題後の安静 180秒間 (安静課題では安静 190

秒間 ) の計 210秒間誘発・記録した . 

 7)  　R-F-A-E課題・R-E-A-I課題の主観的運動強度を NRS

にて聴取した . 

 8)  　H波振幅値が最初の課題前の安静の振幅値に戻ったのを
確認し次の課題を開始した . 

4.�右ヒラメ筋H�反射・M波の解析方法

　得られた波形を 10秒毎に相分けして各相の 10本の波形を
加算平均した . 振幅値を頂点間振幅 (peak-to-peak) で計測し , 

H波振幅値を最大M波振幅値で除して基準化し指標とした 

(H/Mmax). 各相は , 課題前の安静 1～ 10秒間 , 課題前の安
静 11～ 20秒間 , 課題時 10秒間 (C1)・課題後の安静 180秒
間 (C2～C19) (安静課題では安静190秒間をC1～C19) とし , 

課題時・課題前の安静の 190秒間を 10秒毎に相分けした . 

5.�統計解析方法
　統計解析には SPSS Statistics version 23 (IBM社製 ) を用
い , 有意水準は 5 % とした . 

1）各課題前の安静におけるH/Mmax の差異の検証
　各課題前の安静における H/Mmaxの差異を検証するため
に各課題前の安静の H/Mmaxを指標とし , 時間 (1～ 10秒・
11～ 20秒 )・課題 (R-F-A-E課題・R-E-A-I課題・安静課題 )・
個人を要因とした三元配置分散分析を実施した . 



–4–

ISSN 1346-4795
PNF Res. 2019. March

https://www.pnfsj.com/pnf-research

 2019年 3月 / Mar.  2019PNFリサーチ . 19(1): 1-6, 2019

大し , 課題後の安静 10秒 (C2) は -2.06％ , 20秒 (C3) は -4.96％
と減少傾向であったがその後は促通傾向であった . R-E-A-I課題
では課題時に 30.09% 増大し , 課題後の安静では安静課題と比
較して減少傾向であった . 安静課題 (C1～C19) では減少傾向で
あった (表 2).

図 3.　課題を要因とした多重比較検定の結果

表 1.時間を要因とした多重比較検定の結果

多重比較検定の結果（Bonferroni法），有意差のあるものを＊で示し
た .（＊：p＜ 0.05）

平均値 ±標準偏差
多重比較検定の結果（Bonferroni法），C1と比較し
有意差のあるものを＊で示した .（＊：p＜ 0.05）
H/Mmax：H波振幅値 /最大M波振幅値
C1：課題時 10秒間，C2～ C19：課題後の安静 180秒，
（10秒間毎に相分け）

変化率（%）=（各相の H/Mmax - 課題前の安静時 H/Max） / （課題前の安
静時 H/Mmax）×100
C1：課題時 10秒間，C2～ C19：課題後の安静 180秒間，（10秒毎に相分け）

表 2.各課題のH/Mmaxの変化率（%）

R-F-A-E　　　　　R-E-A-I　　　　　　安静
　　　　　　　　　課題

考察

1）�抵抗運動による神経生理学的遠隔効果・後効果と抵抗運
動方向の差異による影響
患側下肢への介入方法として , ホールド・リラックス手技

等を用いる直接的アプローチと健常な部位への抵抗運動によ
り遠隔の患側肢へアプローチする間接的アプローチがある . 

本研究では , 拮抗する上肢への抵抗運動方向の違いが対側ヒ
ラメ筋 H波へ及ぼす影響の差異を検討した結果 , 時間の要因
では課題後の安静と比較し , 課題時に H/Mmaxが有意に増大
したことより , 課題時に脊髄レベルの興奮性が促通したこと
が推測される . また , 課題の要因では , R-E-A-I課題は R-F-

A-E課題と比較しH/Mmaxの有意な増大を認めた . H/Mmax

の変化率では安静課題では変動は少なかったが , R-E-A-I課
題では課題時の増大が顕著であり , 課題後の安静では安静課
題と比較しても減少傾向であったことから , R-E-A-I課題に
おいて課題時（神経生理学的遠隔効果）は脊髄レベルの興
奮性が促通し , 課題後の安静 (神経生理学的遠隔後効果 ) は
脊髄レベルの興奮性が抑制されたことが推測される . 従って
R-E-A-I課題の神経生理学的遠隔効果・後効果は , 直接的ア
プローチであるホールド・リラックス手技と同様の効果が生
じた可能性が示唆された . ホールド・リラックス手技は , リ
ラクセーションさせたい筋 (拮抗筋 ) を伸張し , 2～ 3秒間最
大静止性収縮させ , その後のリラクセーション後に主動筋の
自動運動を行わせる手技である 7). ホールド・リラックス手技
の神経生理学的効果・後効果は抵抗運動時に促通し , 抵抗運
動後に抑制が生じるとされ 8,9,10）, 先行研究では , 下腿三頭筋
の随意収縮後 , ヒラメ筋 H波は 10～ 60秒後に抑制された報
告 11)や , 足関節底屈筋群の随意収縮後に H/Mmaxが有意に
低下し 1分後にベースラインに戻ったとことが報告されてい
る 12). その機序として , 拮抗筋へのアプローチによるⅠ b抑
制の関与が示唆されてい 11,12). Ⅰ b抑制は最大静止性収縮よ
りも弱い抵抗運動でも認められ 13), 交連介在ニューロンがⅠ
b抑制に影響を及ぼすことが示唆されている 14). これらの知
見より , R-E-A-I課題において抵抗運動時に脊髄レベルの興
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奮性が促通し抵抗運動後に抑制が生じたことは , 拮抗筋の静
止性収縮によるⅠ b抑制を用いてアプローチすることができ
ない場合 , 神経生理学的遠隔後効果の誘発によるリラクセー
ション効果を獲得できる可能性が示唆された . これは , 臨床
的に患側肢に直接的アプローチが困難な場合 , リラクセー
ション効果や運動単位の動員を目的とした間接的アプローチ
として有用であることが示唆される .

2）�抵抗運動方向の差異による神経生理学的遠隔効果・後効
果の機序の仮説
本研究では R-F-A-E課題と比較して R-E-A-I課題で H/

Mmaxの有意な促通効果が認められ ,  上肢の拮抗する抵抗
運動方向の差異により神経生理学的遠隔効果・後効果異なる
ことが示唆された . 主観的運動強度と課題時の H/Mmaxに
有意な相関が認められなかったことから抵抗運動の強度では
なく , 上肢の抵抗運動方向の違いにより対側下肢の脊髄レベ
ルの興奮性に差異が生じたことが推測される .

運動による体性感覚入力は運動遂行のためのフィードバッ
クを提供するとされ , 体性感覚刺激は , 求心性神経を伝導し
脊髄後角より入り脊髄または延髄で交叉し体性感覚野に伝導
する . 先行研究では , サルの大脳皮質に電気刺激を加え , 関
節固定時と非固定時の誘発筋電図を比較すると関節固定時に
は筋放電は著しく増大するが , あらかじめ脊髄後根を切断す
るとこの現象が消失することから , 固有受容感覚系への刺激
が促通効果を与えることが示唆されている 15). また , 体性感
覚野と一次運動野には連絡があり , 体性感覚野への刺激が一
次運動野に影響する 16).サルの上肢随意収縮時の体性感覚野
と一次運動野の関連を検証した先行研究では , 体性感覚野か
ら一次運動野へ向かう情報の流れが運動のフィードバック制
御などの筋収縮調節の重要な要素となっている可能性が示唆
されている 17). これらの知見からヒトでも同様に , 抵抗運動
やその方向の差異などの固有受容器への刺激が上行し体性感
覚野に伝わり , 一次運動野からの筋の興奮状態に影響を及ぼ
している可能性がある . 

また , 脳からの下行路である皮質脊髄路は四肢の運動に関
与し 75～ 90 % が延髄の錐体で交叉し外側皮質脊髄路を下
行するが , 5～ 15 % は交叉せずに前皮質脊髄路を下行する
ことが知られており 18), この交叉しない前皮質脊髄路が非運
動肢への効果の要因と考えられている . さらに , 左右半球間
は脳梁を介して接続しており , 一次運動野から脳梁を介して
抑制性 19, 20)または促通性 21)のインパルスが対側へ下行する
可能性がある . 本研究では , 右上肢への抵抗運動による固有
受容器への刺激が上行し左大脳半球へ伝わり , 前皮質脊髄路
を通る同側性の下行路と , 脳梁結合により右大脳半球へ伝え
られ外側皮質脊髄路を通る交叉性の下行路が影響し , 左ヒラ
メ筋 H波の興奮性に関与する可能性が示唆された . 

本研究では課題として拮抗する上肢の抵抗運動を用いた
が , 四肢の拮抗する運動は歩行でも認められ , 健常者の歩行
においては , シナプス前抑制により運動ニューロンの興奮
性が調節されており , ヒラメ筋由来のⅠ a求心性線維の前
抑制により運動ニューロンの興奮制を機能的に調整して歩
行を制御している 22). また , Ⅰ a求心性線維によるフィード
バックが脊髄固有反射や中枢パターン発動 (Central pattern 

generators; CPGs) に関与し歩行リズムに影響することが示

唆されている 23). 上肢の拮抗する抵抗運動方向の差異による
同側ヒラメ筋 H波を検証した先行研究では , 肩関節伸展筋群
への抵抗運動よりも肩関節屈曲筋群への抵抗運動により同側
ヒラメ筋 H波が有意に促通したことが報告されている 3). 本
研究で R-E-A-I課題による一側上肢の伸筋群への抵抗運動に
より対側下肢のヒラメ筋 H波の神経生理学的遠隔効果は促
通が認められ , 神経生理学的遠隔後効果として抑制傾向が認
められたことは歩行時の上下肢の相反運動と同様であると推
測され , これらの機序として脊髄固有反射 23)や CPGs23)の関
与も示唆される . 

本研究では脊髄レベルの興奮性を検証することができた
が , 一側上肢の抵抗運動が対側ヒラメ筋 H波に及ぼす神経生
理学的遠隔効果・後効果の機序を明らかにすることができな
かった . しかし , 上肢の抵抗運動方向の違いにより上位中枢
の制御にも差異が生じ神経生理学的遠隔効果・後効果に影響
を及ぼす可能性が示唆された . 
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Abstract:
    The purpose of this study was to explore the neurophysiological remote effects and remote after-effects of resistive 
static contraction of the upper extremity, considering the resistant direction on the contralateral soleus H-reflex.
The participants was 12 normal subjects with a mean (SD) age of 23.4 (2.7) years. 
A 10 s SC of the muscles of the upper extremity utilizing resistive static contraction of shoulder flexion - abduction - 
external rotation (R-F-A-E) and shoulder extension - adduction - internal rotation (R-E-A-I) of the upper extremity using 
the proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF).
Three types of tasks, resistive static contraction of the shoulder flexion - abduction - external rotation (R-F-A-E), resistive 
static contraction of the shoulder extension - adduction - internal rotation (R-E-A-I) and rest after resistive static 
contraction as task (R-F-A-E task and R-F-A-E task), including resting task, were randomly performed. The left soleus 
H-reflex was measured at before the task (20 s), resistive exercise phase (10 s), and rest phase after resistive exercise (180 
s). The H-reflex amplitude was normalized to the corresponding maximal M-wave (Mmax) H-reflex, which was expressed 
by the ratio H/Mmax.
Three-way analysis of variance of the H/Mmax ratio with Bonferroni’s post-hoc analysis revealed that the H/Mmax ratio 
of resistive exercise phase was significantly larger than rest phase after resistive exercise. Whereas R-E-A-I task had 
significant facilitatory effects compared with the R-F-A-E task, the H/Mmax ratio of the rest phase after R-E-A-I had 
a tendency to reduce comparing the rest task, which may induce the relaxation as a remote after effect as an indirect 
approach.

Key words:
　 Remote effect・after-effect, Resistive static contraction, Soleus H-reflex, PNF, Upper extremity.


