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研究の概念枠組み

理学療法で疲労をスクリーニングの
客観的な指標として確立する

トレーニング

運動スキル (日常生活動作 etc)

運動耐容能 (エルゴメータ運動 etc)

をいかに効率よく向上させるか

運動スキルと運動耐容能が

疲労とどのような関係をもって変化するのかを調査する

・骨格筋の代謝、脳へアプローチ
・疲労の指標で検討する
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A St Clair Gibson,et al,2004より改変

修士研究で参考にした疲労モデルについて

このモデルは全体像をとらえやすいが、
細胞でどのような反応が起きているか不明である



慢性疲労患者における唾液の生物学的評価
厚生労働省科学研究費補助金(こころの健康科学研究事業)

分担研究者：近藤 一博(東京慈恵会医科大学ウイルス学講座教授)

研究背景：
「疲れるとヘルペスという水泡が唇にできる」という現象に着目し、労働による疲労
にはヒトヘルペスウイルス(HHV-6)が良く反応することが判った

↓
疲労の客観的な測定方法の開発をするために、HHV-6の再活性化機構を詳細に
検討する必要がある

目的：
疲労のシグナル伝達径路および疲労因子の同定



作業仮説
末梢の臓器や筋肉における基
礎代謝を含む生命活動を行う

一種の老廃物である疲労物
質が作られる

疲労物質は疲労因子(シグ
ナル伝達物質)を誘導する

疲労因子は脳へ疲労を伝える
メディエーターであるサイトカ
インの産生を促す

脳へ疲労感を伝える



結果 (対象：rat)
① ②

①、②の結果を統合した疲労因子
を用いて検討すると…

精神的な疲労と身体的な疲労の
両方で増加した

労働によってHHV-6が
活性化

様々な遺伝子が関係する

炎症性サイトカインを誘導する アポトーシスを誘導する



結 果 (対象：ヒト) 

肉体労働と精神疲労ともにFFが相関した

1．HHV-6の潜伏感染・再活性化機構を突き詰めることに
よって、疲労因子(FF)を同定することに成功した

2．精神疲労と肉体疲労の両者において有効であることが
判明した



疲労メカニズム(生理的な疲労のみを説明する)

運動・デスクワーク

細胞で酸素 を消費

同時に活性酸素が発生

活性酸素が細胞を傷つける

細胞から老廃物

細胞・組織の機能低下
(疲労)

疲労物質(FF)

ヒトヘルペスウイルス
(HHV-6・HHV-7)

唾液へ

脳への疲労シグナル

疲労回復物質
FR

細胞修復
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疲労のおおもと

FFがないと
産生されない

ミトコンドリアの
機能低下



Central nervous system fatigue alters autonomic 
nerve activity Life Sciences(impact factor:2.56) 89, 235-239, 2009

Aim：
疲労のメカニズムを明らかにするために、
精神的な疲労と自律神経活動の関係を調査すること

Main Methods：
対 象；健常成人男性20名(20.6±1.3歳)

疲労を引き起こす課題；30分間の2-back test
疲労の評価の課題；2-back testの前後に30分間の

Advanced trail making test(ATMT)
自律神経活動の指標 ；心電図 (解析：MenCalc for windows)

2-back test(30min)ATMT(30min) ATMT(30min)

プロトコルの流れ



自律神経活動は
中枢神経(脳)の疲労の指標 である

ATMTの結果 2-back testの結果

2-back testにより

選択的な注意配分の
低下が起き、精神的な
疲労が生じた

迷走神経活動の退縮と交感神経活動
の亢進は、中枢神経システムの疲労の
特徴である

迷走神経

交感神経

Result ＆ Discussion

2-back test中の
自律神経をみると
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疑 問

活性酸素とは何か？

現在、活性酸素と運動の関係は
どのような研究がされているのか？



活性酸素とは

・活性がある酸素(他の物質と結びつきやすい酸素)

・電子と酸素が結びついた物質
(種類：スーパーオキシドアニオンラジカル、過酸化水素、ヒドロキシラジカル etc)

非常に酸化力が強いため、
細胞や組織に傷をつくってしまう

核DNAやミトコンドリアDNAなどが正常に働かなくなり
老化や疾病を引き起こす



活性酸素の発生のメカニズム

一度に一つの電子しか伝えられない

激しい運動を急に始めたり、止めた時のように、
酸素が少ない時や急に多くなる時に電子が漏れてしまい、

活性酸素が多く発生する

ミトコンドリアの電子伝達系と酸化的リン酸化



疑 問

活性酸素とは何か？

現在、活性酸素と運動の関係は
どのような研究がされているのか？



ミトコンドリア(活性酸素の産生場所)について

・ミトコンドリアは神経細胞と筋に多く存在する
・ミトコンドリアの量と質の低下は、認知症、老化、がん、
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)などの疾患
に関係している

ミトコンドリアには、アポトーシスの誘導、実行、制御
といった役割を担うたんぱく質が蓄えられているため

ミトコンドリアの質と量を向上させることは、
疾患の予防や老化の防止という観点で重要である

ミトコンドリアと疾患が関係する理由



Aberrant Mitochondrial Homeostasis in the Skeletal
Muscle of Sedentary Older Adults

PLoS ONE(impact factor:4.351), e10778,5(5), 2010.

Aim:

身体活動量の異なる同年齢の高齢者を比較して、骨格筋の老化に
おけるミトコンドリアの酸化能力を調査すること

Methods：
・対象者(全て男性・女性ともに5名ずつ)：

・日常生活活動ができ、週に3回以上の娯楽的な活動をしている高齢者
(AO) (70±5歳)と大学生(22±2歳)

・重度のOAであるが、それ以外は健康である高齢者(SO)(63±10歳)

・評価項目：体組成、膝伸展の最大等尺性トルク、CRP、30-feet walk test、
Timed stair-climb test、PGC-1α・CS・COX-Ⅰ・Ⅱ・Ⅳの量と活性、Mn-SODの
量と活性、Mn-SODニトロキシンの量、nNOSの量



Result ＆ Discussion

SOはミトコンドリアのエネルギー代謝
の量、質ともにAOに比べて低い

ミトコンドリアの活性は
筋力に関係する

身体活動量は
・ミトコンドリアの機能維持
・骨格筋量の維持

に関与する



Result ＆ Discussion

SOは活性酸素除去する物質が量と質
ともに低く、活性酸素が蓄積している

AOは活性酸素を除去する物質の量は

少ないが、質は若者と同じで、活性酸
素の量が若者と同じ

活性酸素を除去する物質

活性酸素の量を示す指標

身体活動のある生活スタイルは、エネルギー産生の過程を
修復でき、老化過程を遅らせる

身体活動量によって活性酸素(疲労)をコントロールできる



High intensity exrcise decreases global brain glucose uptake in humans.
J Physiol: 568(1), 323-332, 2005

方 法：

・酸素摂取量の高い被験者(n=7)と低い被験者(n=7)でVO2maxの
30, 55, 75% で35分のエルゴメータ運動を実施
・脳のグルコースの糖取り込みを検討する

前帯状回の背側部

認知、運動計画、感情の修飾、
自律神経活動機能などに関与

前後

結 果：

高い酸素摂取量をもつ被験者ほど、
運動強度に伴う糖取り込みの減少率
が大きかった

運動耐容の違いによりは脳(疲労)もコントロールできる

・



Resistance exercise training decreases oxidative damage to DNA
and increases cytochrome oxidase activity in older adults．

Experimental Gerontology(impact factor: 3.342) 40, 173-180, 2005.

Aim:
高齢者における酸化ストレス、ミトコンドリアDNAに対するレジスタ
ンストレーニングの効果を調査すること

Methods:
Subjects：28名の高齢者(68.5±5.1歳)

Exercise trainig：週に3回(月・水・金曜日)14週間実施(監視下)

5分のwarm-up(エルゴメータ運動)とストレッチ⇒

12種類のレジスタンストレーニング(上肢：10回、体幹・下肢：12回、

1セット目を1RMの50%から始めて、3セット目で1RMの80%まで負荷をあげる)

⇒クールダウン(ストレッチ)
＊1RMは2週間ごとに再評価を実施する



Result ＆ Discussion

8-OhｄGの減少は
DNAの損傷が減ったことを示す

ComplexⅣ/Ⅰ+Ⅲの増加は
活性酸素の減少を示す

レジスタンストレーニングは、
電子伝達系を改善させ、酸化ストレスを減少させる

運動は、活性酸素に対する生体機能を変化させられる



まとめ

身体活動量が高い人は、ミトコンドリアの質と量が良い
ため、活性酸素の量が少ない

運動耐容能が高い人は、同じ運動をしても、自律神経活
動の中枢の活性を抑えられる

トレーニングは、活性酸素に対する酸化ストレスを減少
させることができる

疲労の原因は、活性酸素である

身体活動量やトレーニングにより、
活性酸素をコントロールすることができる



検討課題

運動耐容能に対するトレーニング過程と、
運動スキルに対するトレーニング過程の
疲労の推移は異なるのか？

理学療法士が測定できる活性酸素を表す指
標はないか？


