
（78）

緒　　　　言

　機能的電気刺激（functional electrical stimulation; 

FES）は、筋収縮を誘発して運動機能を補助また
は回復させるために用いられている8）。神経疾患
後の歩行障害をもつ患者のリハビリテーションに
おいて、FESと歩行訓練を併用した介入が単一の
歩行訓練よりも効果的であることが報告されてい
る5）。例えば、脳卒中患者において、FES歩行訓
練は歩行速度を向上させ、足関節と膝関節の障害
を改善する2）。これらの改善は、神経可塑的変化
や筋力・心肺機能の向上が関与していると考えら
れている。
　運動機能の改善に関する神経可塑的変化には、
運動に関連する大脳皮質の活動、感覚入力、およ
びそれらの同期が重要な役割を果たす7,9）。歩行中
の大脳皮質の活動は立脚期や遊脚期といった位相
に応じて変調することが報告されている10）。した
がって、FESによる歩行訓練では、FESにより誘
発される感覚入力と皮質活動の活動が位相に応じ
て相互作用し、神経可塑的変化を誘導していると

考えられる。このことは、FES歩行訓練後におい
て皮質脊髄路興奮性が増大し、歩行訓練のみでは
その興奮性の増加が認められなかったという研究
結果からも裏付けられる4）。しかし、FESを用い
た歩行訓練は、下肢の運動麻痺などにより歩行が
困難な患者には適していない。歩行の運動観察と
運動イメージの併用（観察 +イメージ）は、身
体動作を伴わずに歩行時の感覚運動野の位相依存
的な活動を誘発するため1,10）、歩行訓練の代替法
となりうる。したがって、FESと観察 +イメージ
を組み合わせた介入手法は、FES歩行訓練と同様
の神経可塑的変化を誘発することが期待できる。
本研究では、FES を単独で使用した介入と FES

を観察 +イメージと併用した介入が、皮質脊髄
路興奮性に及ぼす影響を明らかにすることを目的
とした。皮質脊髄路は一次運動野から脊髄を介し
て筋へ繋がる神経経路であり、歩行の運動制御に
おいても重要な役割を担う。本研究成果は、歩行
リハビリテーションの臨床応用に直結する基礎的
研究知見となる。
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方　　　　法

Ａ．被験者

　重篤な中枢神経疾患の既往歴をもたない成人健
常者10名を対象として実験を行った（男性 8名，
女性 2名，平均±標準偏差＝27.1±2.7歳）。本研
究は東京大学倫理審査委員会の承認のもと、すべ
ての被検者からインフォームドコンセントを得た
うえで実施された（承認番号：533-3）。被験者に
は別日に 2回の実験に参加してもらい、観察＋イ
メージ＋ FES条件と FES条件の介入効果につい
て調べた。
Ｂ．筋電図

　右足の前脛骨筋とヒラメ筋から表面筋電図を記
録した。皮膚をアルコールで洗浄した後、Ag ／／
AgCl双極性表面電極（Vitrode F-150S，日本光電
工業社製，日本）を各筋腹上に置いた。電極間距
離は10～20 mmとした。筋電図信号は入力箱を
介して増幅器（MEG-6108，日本光電工業社製）
に送られて、15 Hz– 1 kHzの帯域通過フィルタ処
理を通して1000倍に増幅された。筋電図信号は
AD 変換器（Powerlab ／／16SP，ADInstruments 社製，
オーストラリア）を用いてコンピュータのハード
ディスクに記録した。サンプリング周波数は
4 kHzとした。
Ｃ．経頭蓋磁気刺激（transcranial magnetic stim-

ulation; TMS）
　TMSには経頭蓋磁気刺激装置（Magstim200，
Magstim社製，イギリス）およびダブルコーンコ
イル（Magstim社製）を使用した。左半球の一次
運動野へ TMSを行い、前脛骨筋とヒラメ筋の運
動誘発電位（motor evoked potential; MEP）の振幅
が最も大きい場所（hotspot）にコイルの位置を決
めた。コイルナビゲーションシステム（BrainSight，
Rogue Research社製，カナダ）を用いて、コイル
の位置と向きが一定になるようにした。評価にお
ける TMSの刺激強度を決めるために、まず安静
時運動閾値（resting motor threshold; RMT）を調べ
た。TMSを10回行い、50％の確率で各筋から記
録された MEPの最大振幅値が50 μVを超える最
小の強度を RMTとした。前脛骨筋の RMTは、
観察＋イメージ＋ FES条件で刺激装置の最大出

力の38～63％（平均±標準偏差＝46.5±7.4％）、
および FES条件で38～62％（45.7±7.1％）であっ
た。ヒラメ筋の RMTは、観察＋イメージ＋ FES

条件と FES条件で、それぞれ最大刺激出力の38

～60％（46.4±6.1％）と38～66％（47.3±7.3％）
であった。評価における TMSの刺激強度は RMT

の120％に設定した。
Ｄ．機能的電気刺激（FES）
　 2台の定電流電気刺激装置 （DS7Aおよび DS7R，
Digitimer 社製，イギリス）を用いて、FES とし
て総腓骨神経および脛骨神経に電気刺激を与えた。
刺激パルス幅は 1 msに設定した3,6）。総腓骨神経
への刺激では、直径3.2 cmの円形電極を腓骨頭付
近で、前脛骨筋の筋応答（M波または Hoffmann

反射）を誘発する位置に配置した。陰極と陽極の
電極は、それぞれ腓骨頭の後方と前方に配置した。
脛骨神経への刺激では、 5× 5 cmの正方形の電
極を膝蓋骨の上に置き、これを陽極とした。次に、
陰極として直径3.2 cmの円形電極を膝窩の脛骨神
経上で、ヒラメ筋の H反射を誘発する位置に配
置した。各電極はテープで固定した。介入の際、
総腓骨神経と脛骨神経の刺激強度は、それぞれ前
脛骨筋とヒラメ筋に100 μV以上の振幅の筋応答
（M波または Hoffmann反射）を誘発して、筋収
縮を目視できる強度に設定した3）。総腓骨神経に
対する電気刺激の強度は観察＋イメージ＋ FES

条件と FES条件で、それぞれ2.5～11 mA（平均
±標準偏差＝6.3±2.7 mA）および 4～10 mA（6.4

±2.0 mA）であった。脛骨神経に対する電気刺激
の強度は観察＋イメージ＋FES条件とFES条件で、
それぞれ 6～11 mA（8.0±1.6 mA）および 5～13 

mA（7.3±2.4 mA）であった。刺激周波数は30 

Hzに設定した3,6）。以上の FESにおける設定は、
すべての参加者にとって耐えられるものであるこ
とを事前に確認した。
Ｅ．介入と評価

　実験に先立ち、歩行観察＋イメージと FESを
併用する介入の準備を行った（図 1 A）。観察す
る歩行位相とFESのタイミングを同期するために、
20秒間の歩行動画の撮影と同時に（図 1 B）、歩
行者の右足の前脛骨筋とヒラメ筋の筋電図を測定
した（Trigno Wireless System，DELSYS社製，ア
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メリカ）（図 1 C）。記録された筋電図は、トレン
ド除去、ハイパスフィルター（zero-lag fourth-or-

der Butterworth at 15 Hz）、全波整流、ローパスフィ
ルター（zero-lag fourth-order Butterworth at 5  Hz 

cutoff）で平滑化された（図 1 D）。処理した各筋
の筋電図の振幅値を、20秒間の歩行中のその筋の
最大値で正規化した。それぞれの筋において、正
規化されたた筋電図が15％を超えた段階を ON位
相、15％を下回った段階を OFF位相とした（図
1 D）。介入時には、前脛骨筋の ON位相では総
腓骨神経を、ヒラメ筋の ON位相では脛骨神経を
刺激した。OFF位相では、FESは行われなかった。
　被験者には、32インチのスクリーン（Multisync 

V321，NEC社製，日本）の前に座り、体を静止
させ、リラックスするように指示した。介入前、
介入終了直後と30分後で、前脛骨筋とヒラメ筋の
それぞれに対応するコイルの位置と強度を用いて
TMSを15回行い、MEPを記録した。
　介入前に、実験条件に応じて以下の説明と指示
をすべての被験者に与えた。
　観察＋イメージ＋ FES条件（図 2 A）： FES（総

腓骨神経と脛骨神経の電気刺激）と同期した歩行
映像がスクリーンに表示された。歩行映像と FES

のタイミングは、プログラミングソフトウェア
MATLAB（ver. 2021a，MathWorks社製，アメリカ）
と AD変換器（NI USB-6259，National Instruments

社製，アメリカ）を用いて制御した。被験者は歩
行者の右足を観察し、歩行者と同じように歩いて
いることをイメージするように指示された。この
際、随意的な筋収縮を行わないように注意をした。
　FES条件（図 2 B）：観察 +イメージ＋ FES条
件と同様の FESが与えられた。被験者は画面上
に提示された注視点を見るように指示された。
　いずれの条件でも、介入は 4つのブロックで構
成された（図 2 C）。各ブロックの間には、 1 分
間の休憩を設けた。各ブロックでは、20秒の FES

図 1．歩行観察＋イメージと FESを併用する介入の準備
Fig.1．Preparation for the intervention using AO combined 

with MI of walking and FES.
Seven seconds of data are shown. We simultaneously recorded 
20 seconds of walking video（A and B）and EMGs in the right 
TA and SOL muscles（C）. The recorded EMGs were smoothed 
by filtering（D）. The phase when the amplitude value of the 
normalized EMG exceeded the threshold（15%）was considered 
as the ON phase of the electrical stimulation and the phase 
when the amplitude value was below the threshold was consid-
ered as the OFF phase（D）.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation, EMG; electromyographic signal, TA; the 
tibialis anterior muscle, SOL; the soleus muscle.

図 2．各条件と介入の構成
Fig.2．Intervention for each condition.

In the AO+MI+FES condition（A）, a walking video synchronized 
with the FES was displayed on the screen. In the FES condition
（B）, the same FES was given. Participants were instructed to 
look at a fixation cross presented on a screen. In both conditions, 
the intervention consisted of four blocks（C）. There was a break 
of at least one minute between blocks, and each block consisted 
of 16 FES sessions of 20 seconds（D）.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation.



（80） （81）

セッションを16回行った。各セッションでは、実
際の歩行時の前脛骨筋とヒラメ筋の筋活動に対応
したタイミングで、総腓骨神経および脛骨神経に
対して電気刺激を与えた（図 2 D）。また、16回
のセッションのうち 1回は、被験者が自発的に前
脛骨筋とヒラメ筋の収縮を行わないことを確認す
るために、FESを行わないキャッチトライアルと
した。キャッチトライアルの順番は無作為に決め
た。すべてのキャッチトライアルにおいて、いず
れの条件でも筋活動がないことを確認した。
Ｆ．データ分析と統計処理

　TMSにより誘発された各筋のMEPの最大振幅
値を算出した。介入前における MEPを100％と
して、介入終了直後と30分後における MEPの変
化率を算出した。統計処理は、統計ソフトウェア
（SPSS，IBM 社製，アメリカ）による Friedman

検定およびWilcoxon符号順位検定を用いた。有

意水準は 5％とした。

結　　　　果

　MEPの典型波形を図 3に示す。各筋、各条件、
各時間における正規化前と正規化後の MEP振幅
値を表 1に示す。
　図 4にMEPの変化率、表 2に Friedman検定の
結果を示す。Friedman 検定（要因：時間）を各
筋の各条件で実施した結果、前脛骨筋の観察＋イ
メージ＋ FES条件でのみ有意差が認められた（P 

< 0.05）。前脛骨筋の FES条件、ヒラメ筋の両条
件では有意差は認められなかった。Wilcoxon符
号順位検定の結果、観察＋イメージ＋ FES条件
では、前脛骨筋の正規化された MEP振幅値が、
介入前および介入終了直後と比較して、介入終了
30分後で有意に増加した（図 4 A，vs介入前，z 

= 2.803，P = 0.015；介入終了直後，z = 2.803，P 

表 1．正規化前と正規化後のMEP振幅値（平均±標準偏差）
Table 1．MEP amplitude values before and after normalization（mean ± standard deviation）.

Non-normalized values（mV） Normalized values（%）
AO+MI+FES FES AO+MI+FES FES

MEP Before 0.215 ± 0.145 0.233 ± 0.143 100 ± 0 100 ± 0

TA 0 min after 0.305 ± 0.240 0.241 ± 0.184 146 ± 71 99.2 ± 43.5

30 min after 0.495 ± 0.242 0.302 ± 0.196 283 ± 148 132 ± 52

MEP Before 0.186 ± 0.118 0.172 ± 0.092 100 ± 0 100 ± 0

SOL 0 min after 0.184 ± 0.119 0.159 ± 0.112 111 ± 45 91.7 ± 27.7

30 min after 0.208 ± 0.135 0.191 ± 0.130 118 ± 33 107 ± 27

AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional electrical stimulation, MEP; motor 
evoked potential, TA; the tibialis anterior muscle, SOL; the soleus muscle.

図 3．前脛骨筋とヒラメ筋のMEPの典型例
Fig.3．Representative examples of MEPs in the tibialis anterior and so-

leus muscles.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional electrical 
stimulation, MEP; motor evoked potential, TMS; transcranial magnetic 
stimulation.
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= 0.015）。介入前と介入終了直後の間に有意差は
なかった（P > 0.05）。

考　　　　察

　本研究では、観察＋イメージと足関節背屈・底
屈運動の FESを組み合わせた介入が、皮質脊髄
路反射興奮性に及ぼす影響を調べた。前脛骨筋の
MEP振幅値は、観察＋イメージ＋ FES条件では
介入30分後に増加したが（P < 0.05）、FES条件で
は増加しなかった（P > 0.05，図 4 A）。ヒラメ筋
の MEP振幅値は、いずれの条件でも介入後に変
化はなかった（P＞ 0.05，図 4 B）。以上の結果か
ら、観察＋イメージと FESの併用は、前脛骨筋
の皮質脊髄路興奮性を増大することが明らかと
なった。
　観察＋イメージは、歩行時と類似した感覚運動
野の位相依存的な活動を惹起する1,10）。観察＋イ
メージ＋ FES条件では、観察 +イメージによる
歩行位相に応じた皮質活動と FESによる感覚入
力が同期していたと考えられる。この条件では、
介入の30分後に前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性が増
大したが（P < 0.05）、FES条件では増大は認めら
れなかった（P > 0.05、図 4 A）。本研究の事前実
験では、観察＋イメージのみを使用した介入後に
おいても皮質脊髄路興奮性が変化しないことを明
らかにした。したがって、今回の結果は観察＋イ
メージによる大脳皮質の賦活と FESによる感覚
入力の同期によって皮質脊髄路興奮性が増大され
たと考えられる。皮質の活動と感覚入力の同期は
神経可塑的変化を誘導するうえで重要な要因であ
ることが知られている7,9）。
　実際の歩行時における FES、足関節背屈時また
は底屈時の FESは、皮質や感覚入力と相互作用し、
皮質脊髄路興奮性を可塑的に変化させる3,4,6）。本
研究では、これらの可塑的変化が、観察＋イメー
ジと FESの併用によって誘発される皮質脊髄路
興奮性の増大と関係していると考える。先行研究
では、歩行時に前脛骨筋に対して FESを行うと、
前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性が増大され、この効
果は少なくとも30分間持続する4）。また、前脛骨
筋の随意収縮時に FESを行うと、介入終了 0分、
15分、30分後に皮質脊髄路興奮性が増大する3）。
反対に、ヒラメ筋の随意収縮時に FESを行うと、
前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性は、介入終了 0分後

図 4．観察＋イメージ＋ FES条件（　）と FES条件（　）に
おける介入後のMEP変化率

Fig.4．Changes in MEP amplitudes after intervention in the 
AO+MI+FES（　）and the FES conditions（　）.

Markers and error bars represent mean values and standard 
deviation, respectively. The MEP in the tibialis anterior muscle 
was significantly increased in the AO+MI+FES condition（A, P 
< 0.05）at 30 minutes after the intervention, while there was no 
significant change in the FES condition（A）. In the soleus muscle, 
there was no significant change in both conditions（B）. n = 10, 
P < 0.05.
AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation, MEP; motor evoked potential, ns; no 
significance.
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表 2．Friedman検定の統計量、P値、効果量
Table 2．Statistical values, P-values, and effect sizes for Fried-

man tests.

Friedman tests

AO+MI+FES FES

MEP χ2（2）= 15.80

*

χ2（2）= 3.800

nsTA     P  = 0.004     P = 0.150
   η2 = 1.580    η2 = 0.380

MEP χ2（2）= 2.600

ns

χ2（2）= 1.400

nsSOL     P = 0.273     P = 0.497
   η2 = 0.260    η2 = 0.140

AO; action observation, MI; motor imagery, FES; functional 
electrical stimulation, MEP; motor evoked potential, TA; the 
tibialis anterior muscle, SOL; the soleus muscle.
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に低下したが、15分後と30分後には低下しなかっ
た6）。このように、前脛骨筋とヒラメ筋の双方に
FESを使用した場合、皮質脊髄路興奮性に対する
促通効果と抑制効果の双方の影響で一時的に興奮
性の変化が起こらない可能性がある。このように
して、観察＋イメージ＋ FES条件では介入終了
直後では前脛骨筋の皮質脊髄路興奮性に変化がな
かったが、ヒラメ筋の FESによる抑制効果が消
失する介入終了30分後では興奮性が増大した（P 

< 0.05，図 4 A）。
　観察＋イメージ＋ FES条件における興奮性の
増大は、ヒラメ筋では認められなかった（P > 0.05，
図 4 B）。この筋間の介入効果の相違は、一次運
動野における前脛骨筋とヒラメ筋支配領域が有す
る可塑性の違いに起因するかもしれない。

総　　　　括

　身体を動かすことが困難な患者でも実施できる
歩行観察とイメージ、FESを組み合わせた介入に
より、皮質脊髄路興奮性の増大に成功した。この
興奮性の増大はヒトの運動制御において重要な役
割を有することから、本研究の介入手法は、歩行
機能回復を目指したリハビリテーション法として
有望であるといえる。
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