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{践的} 筋幾度は，臨床における触診や. J翠勤前後の筋

組織機環，畿大筋力や筋の短縮の程度毒事との関連が報告

されている.主主体表。留からの持1ftによる筋硬度評紙では，

皮下組織の影響が問題となる. HorIkawa et al (1993)は，

硬凌を求める変殺とカの関係において，皮下級織と筋を

こ;騒の弾性;婆繁として扱い. 2つの成分に区泌して筋綬

!支を決定している. しかし，これは，比較的筋:涯の大き

な部俊への適応に疑問がある. また荷重ミや押しjるみに

よって得られた変形が，どの締役の:変形によるものか実

際iこは特定されていない.もし，皮下組織と筋の硬さの

情報が区別されるならば，抑圧の初鶏は皮下組織がまず

変形いその後筋の変形が怒きるはずである.本研究で

は，筋磁皮isU定法の代表的な1il1H:法をシミコーいートし，

筋量の多い大艇部において持、議を負荷したi努の綴織変形

の犠予を MRIから検討した.

{方法i一定繁華をを負荷して磁度を溺定する j緊の MRI

を撮影した.負荷のための分鏡台を藷けた庄子事Ijゆ=

8 mm)と支持合を大総務部1磁の中央に援き， ffjl~?fiIJ定

点で 0，100， 200， 400， 600 gの各魚碕での議影をした賓

MRIはs 授まさ 5mm.スライス織 1.5mmで，溺)El立'FYrJ

後 3スライス撮影した.被験者は…紋成人 5名(労子 l

名，女子4名)であった.各商像からはs 緩戦く符護方向)

の皮下組織j事，大路脅までの筋摩，脅以下の設さ，機軸

方向の大態管上・下議の横綴，畿大検絡を吉村揺した.

{結果及び考察} 持震によって，大総管以下のご頴綴織

も縦軸方向にわずかに銀総していたが，それは ωug負

荷でも 1mm程度であった. また検事産方向の変形は，

十3.7土2.2(%)(6∞g銭荷li寺)であり，組織がわずかに横

方向へも広がることが訴された. しかし，いずれも全体

からは小さな変化であり，欝撃による変形はほぼ題談綴

織の変伎に反映されていると考えられた.鋭戦の変位か

らは， 100及び200gの荷震において，皮下総裁と共に務

総織の綾織変形も認められた.この際の変位1il'は皮下線

織擦の純度話(4.1土1.9 (mm) : 100 g， 6.7土2.4(mm) :200 

訟であったが，実際の皮下組織の変形分は 100gで 2.0

土1.5(mm). 200 gで 3.6土1.4(mm)で，変形変佼全体

におめる寄せ合も，それぞれ 41.6土27.7 (%)， 56. 3士

21.8(%)と半分経援であった.つまり，荷;選初綴;こも筋

の変形が皮下組織問様に生じ，皮下組織が夜倒的に先行

して変形しているわけではなかった‘本結果は，大総きIS

において，変位とカの関係に，皮下総畿と筋の 2綾部性:

モデルが適合しないことを示唆するものであった.
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The purpo鋭 ofthe present study was to investigate 

the patterns of muscle activity in the m. quadrkeps 

femoris at three leもrelsalong the right-thigh. Seven male 

volunteers were participated in this study. Exercise叫

induced contrast shift in MR imaging was determined 

based on T 2-weighted axial images at three levels at 

rest and immediately after 100 repetitions of knee exten. 

sion (10 sets of 10 repetltions wjth 0.5 IDin rest at 120 

deg!sec between sets). The middle level of image was 

corrcspondcd to t悦 centerof femur length. and the other 

two images were located at 4 cm proxirnal or distal. T 2 

values of m. rectus femoris (RF). m‘ vastus lateralis 

(VL) • 111. vastus intcrmedius (VI) • and m. vastus 

mcdiatis (VM) were measured Jrom two or three regions 

of interest (R01) ， and thcn averaged to be representative 

value for 凶 chmusde. Percellt increase In T 2 of RF 

after exercise was signifkantly higher than that of other 

three muscles at each leveJ of the thigh (RF ; 38，6 to 

42.2%. VL， VI. and VM;19，5 to 22，7認)， We found no 

significant difference among three levels fo1' each musc1e 

and among two or three ROIs within each rnuscle at rest 

and aftet cxercise. The results suggest that 1) muscle 

activations during knee ext釘lsionof individual muscles 

in the m， quadric設psfemoris were different， i. e. recruit. 

ment of設Fwas greater. 2) m. quadriceps femoris were 

similarly activated拭 threelevels along the thigh. and 

3) muscle activ拭ionswere similar in出esingle IDt似 le.


