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抄録

下腿の筋の特徴と脂肪分布を調べるため23名の男性(平均年齢49土 18歳)のMR画像を解析した。下腿の近位 1/

3部でのTl強調像と T2強調像から前腔骨筋，ひらめ筋，排腹筋のそれぞれについてMR緩和時間 (T1値と T

2値)を測定し， T 1強調像からは筋，皮下組織，下腿総断面での脂肪面積と断面積を算出した。 MR画像上で測

定した下腿脂肪率(下腿の総断面積中の脂肪面積をパーセントで表す)は体脂肪率および筋の脂肪率(筋の断面

積中の脂肪面積をパーセントで表す)と正の相関を示した。排腹筋のTl値はひらめ筋よりも有意に長く，また

排腹筋のT2値は前腔骨筋よりも有意に長かった。また，いずれの筋においても Tl値， T 2値ともに年齢およ

び下腿脂肪率が上がるにつれて長くなる傾向にあった。筋の問でのMR特性値の違いは筋線維組成の他に脂肪や水

分量の違いも反映していると考えられた。排腹筋の筋脂肪率は前腔骨筋よりもすべての年代で、高かった。筋，皮

下組織，筋膜の間での脂肪分布は年齢ではなく下腿脂肪率と密接に関係していた。筋や皮下組織への脂肪蓄積は

年齢よりも個人差にもとづくものと考えられた。

キーワード:MRI，下腿，筋，脂肪

ウ

i
噌

E
i



広島県立保健福祉大学誌 人間と科学 3 ( 1) 17 -25 2003 

はじめに

生活習慣病の予防や日常生活における運動の効果を

考える上で，骨格筋の筋組成や体内脂肪の状態を知る

ことは重要である1.2)。生体内の筋や脂肪の分布を非侵

襲的に観察する方法として以前より CTによる観察が

多用されてきたト7)。近年，健康科学領域では放射線被

曝を避けて筋や脂肪の観察をする方法として超音波に

よる観察8-11)やMRIを用いての観察12-14)が撮像及び画

像解析手法の発達と相まって多く報告されてきている O

MRIによる観察の場合，体内脂肪分布14.15)や筋サイズ

の解析16-18)に加えてMR特性値 (T1値と T2値)に

より筋の状態を把握しようとする試みがなされている。

Kunoら12)は青年男性の外側広筋でMRIによる観察とバ

イオプシによる筋線維組成の観察を行い，速筋線維の

割合と筋のT1値， T 2値はともに強い相関を示すこ

とを報告した。また，谷代ら 19)は運動後に筋のT2値

が増加することを利用して登り坂走と下り坂走での動

員筋の違いを報告している。Schellockら20)は上腕二頭

筋に対する強い張力負荷後にT2値の増加することか

ら，筋の損傷に基づく浮腫の程度をT2値が反映して

いる可能性を報告している O また，足の底屈と背屈運

動後に排腹筋のT1値と T2値が増加し，同様の時間

経過で筋肉痛と血中クレアチン・キナーゼも増加する

ことから， MRIによる敏感な組織変化の把握の可能性

が示唆されている 21)。

本研究では，これまでMRIによる報告がほとんど見

られていない下腿について観察し，年齢と筋のMR特性

値との関係，脂肪蓄積の状態などについての基礎的資

料を得て，今後の健康支援，健康指導の一助とするこ

とを目的とする。

I 対象と方法

1 被験者

被験者は本学勤務者および本学周辺在住者から研究

協力者募集に応じた男性23名で，年齢群の内訳は20代

3名， 30代 6名， 50代 8名， 60代 3名， 70以上 3名で

平均49:::t18歳であった。被験者の生体測定および体脂

肪測定(インピーダンス法)の概要は，身長:163:::t 7 . 9cm， 

体重:6l. 8:::t7. Okg， BMI : 23. O:::t l. 7，体脂肪率・ 22.6:::t

6.0%，であった。被験者にはMRI撮像を含む研究の内

容及び目的を詳細に説明し全員より同意を得た。

を11枚， 8 cmにわたって撮像した。スピンエコー法に

てT1強調像(繰り返し時間:550msec，エコ一時間

18msec)， T 2強調像(繰り返し時間:4000msec，エ

コ一時間 120msec)を得た。 T1値はスピンエコー法/

インパージョン・リカバリ一法(繰り返し時間:3000 

msec，エコ一時間:30msec，反復時間:900msec)で，

またT2値はスヒ。ンエコー法(繰り返し時間:3000msee， 

エコ一時間:30/150msec)で得た像から算出した22)。

3 MR画像の解析

インターネット上でダウンロードしたNIHimage 1.62 

を用いて，パソコン(ソフト:フォトショップ)に取

り込んだT1強調画像上で皮下脂肪，前腔骨筋，排腹

筋，ひらめ筋の断面積計測を行った。脂肪面積は脂肪

組織で埋められている骨髄内黄色脂肪の輝度を指標と

し，骨髄内黄色脂肪と同じ輝度を持つ部分の面積を皮

下組織，各筋ごとに抽出描画して計測した。

4 統計処理

相関係数はピアソンの積率法によってもとめ，相関

係数および平均値の有意差検定は t検定によった。

E 結果

1 下腿のMR画像

観察した11断面すべてでT1強調像と T2強調像を

得ているが，筋や脂肪の画像解析は下腿の近位1/3部断

面で脂肪が明瞭に区別される T1強調像(図 1)で、行っ

た。 T1強調像では皮下脂肪を示す白い輪郭で周囲が

縁取られている。太い腔骨と細い排骨は骨皮質を示す

黒いリング状に示されており，それぞれの内部には脂

肪化した骨髄を示す輝度の高い領域が明瞭である。そ

れぞれの筋は一部に脂肪を含む暗調の筋膜で境されて

いる。図 1では後面(図の下側)にひらめ筋と排腹筋

が明瞭である。前腔骨筋は腔骨に接して前にせり出し

ている。筋膜で固まれた筋束内には筋周膜に蓄積して

いると思われる脂肪が白い線状に認められる。

2 MRIによる下腿の撮像

広島県立保健福祉大学に設置しであるMR画像撮影装

置(目立メディコ社製MRH-500AD，静磁場強度

0.5T)を使用した。被験者は仰臥位で右下腿部の近位 図1 右下腿の近位1/3部断面を遠位よりみたT1強調像，59歳男性，

1/3部を中心に膝コイルを設定し， 5mm 厚の断層画像 T;腔骨 TA;前腔骨筋， S;ひらめ筋， G;緋腹筋

口。
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図 1のTl強調像で判るように，MR画像上では脂肪

が明瞭に区別される。MR画像上で計測される総脂肪面

積を総断面積に対するパーセントで示した下腿脂肪率

と体脂肪計で足底を介して測定した体脂肪率との関係

をみたものが図 2である。体脂肪率と下腿脂肪率との

聞には正の相関 (r=0.6444， p <0.001)があり，体

脂肪率が高い人ほど下腿部への脂肪蓄積が多いことが

MR画像上でも確認された。被験者の年齢と計測した体

脂肪率との問(r =0.1973)，および年齢とMR画像上

の下腿脂肪率との問(r =0.2896)には相関は見られ

なかった。

• r =0.64* 
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前腔骨筋，ひらめ筋，緋腹筋のMR特性値

(T 1値， T 2値)

それぞれの筋のTl値， T 2値はTl強調像， T 2 

強調像の画像上で可能な限り筋線維のみの領域に 3箇

所の関心領域 (RODを設定し 3箇所のROIから得られ

る平均値を排腹筋，ひらめ筋，前腔骨筋ごとに算出し

た。得られたTl値と T2値について23名の平均値を

表 1に示す。 Tl値についてはひらめ筋と排腹筋との

間で有意差 (t検定， 5%レベル)がみとめられ， T 2 

値については排腹筋と前腔骨筋との間で有意差(t検定，

5%レベノレ)がみとめられた。 23名の被験者について

表 1で示した 3種の筋のMR特性値と年齢との相関関係

をみた結果を図 3に示す。ひらめ筋のTl値以外はい

ずれも年齢と有意な (t検定， 5%レベル)正の相関を

示した。すなわち，加齢とともに筋のTl値， T 2値

ともに増加する(緩和時間が長くなる)傾向がみられ

た。一方，下腿脂肪率と Tl値， T 2値との問には図

4で示すように弱し、正の相関が見られた(t検定， 5%

レベルで、有意差があるのはTl値で、は前腔骨筋のみ，

T2値ではひらめ筋と前腔骨筋)。
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り，伸筋の主筋である前腔骨筋への脂肪蓄積の程度は

少ないといえる。また，下腿脂肪率と皮下脂肪面積割

合(皮下脂肪面積/総断面積)との相関を図 6に示す。

筋の場合と同様に，下腿脂肪率が高くなれば皮下脂肪

の割合も高くなっている。被験者の年齢と体脂肪率お

よびMR画像上の下腿脂肪率との聞には相関はなかった

が，図 5，6で示した皮下脂肪面積割合と筋ごとの脂

肪率を年代との関係でみると図 7のようである。排腹

筋とひらめ筋の筋脂肪率はどの年代においても前腔骨

筋よりも高い。皮下脂肪面積割合と排腹筋の脂肪率は

年代による違いはほとんどないが，ひらめ筋の脂肪率

は加齢とともに増加傾向にあり，前腔骨筋の脂肪率は

60 

下腿脂肪率と 3種の筋の T1値 (A)およびT
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3 MR画像上での脂肪と筋の面積に関する解析

MR画像上で算出された下腿脂肪率とそれぞれの筋の

脂肪率(筋膜内の脂肪面積/筋断面積)との相関を図 5

に示す。下腿脂肪率が高くなれば，それぞれの筋内へ

の脂肪蓄積も増加する。筋ごとにみると，屈筋群であ

るひらめ筋と排腹筋への脂肪蓄積の程度が類似してお
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をみたものが図 9である。各筋とも加齢とともに筋線

維部分の領域は減少している。
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70代で急増する。下腿の中に蓄積している脂肪は大き

く分けて，骨髄，皮下組織，筋上膜や筋周膜に見られ

る。これらの組織の中にどのような割合で脂肪が分布

しているかをみた結果を図 8に示す。骨髄を除く軟組

織全体の脂肪面積を100%として各成分の脂肪面積をパー

セントで示した。図 8Aでは下腿脂肪率との関係を，

図8Bでは年齢との関係を見ている。下腿脂肪率の高

い人は概して筋膜あるいは筋周膜の結合組織(図では

その他で示しである)への脂肪蓄積の割合が高くなり

相対的な皮下脂肪の割合は少なくなる(図 8A)。一方，

軟組織内の脂肪分布には年齢による一定の傾向は見ら

れない(図 8B)。
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図 7

筋のMR特性値

MR特性値である縦緩和時間 (T1値)と横緩和時間

(T 2値)は組織聞や同一組織での状態変化などで異

なった値を示す。正常組織と比べて炎症や腫療を含む

組織では一般にTl値， T 2値ともに長くなる傾向に

あり，その原因として組織内の水やタンパク質，グリ

コーゲンなどの状態変化が報告されている 23)。大腿の

筋についての報告では進行性筋ジストロフイー患者の

場合Tl値が長くなっており，筋萎縮と脂肪による置

換がおこっていることが推測されている 24)。また，多

発性筋炎を呈する大腿四頭筋ではTl値は変動せずT

2値が長くなっており，炎症や浮腫による水の増加が

示唆されている 24)。

一方，正常な筋における状態変化や構造変化がMR特

性値の違いとして表される場合がある。運動後や張力

負荷後にT2値あるいはTl値と T2値の増加が認め

られ，筋疲労の指標としてもとらえられる 19-21)。また，

Kunoら12)は若年男性の大腿外側広筋では速筋の割合が

多いほどTl値， T 2値ともに長くなることを報告し

ている。今回観察した下腿の筋では排腹筋は白筋線維

が豊富であるのに対し，ひらめ筋は人体中で最も赤筋

線維の豊富な筋肉として知られているお)。したがって，

Tl値， T 2値いずれの緩和時間もひらめ筋で最も短

いことが予想されたがTl値に関してのみその傾向が

年齢と筋の指肪除去面積との関係

* : p <0.05 ( t検定)

図9

考察E
 

回前座骨筋・ひらめ筋園勝腹筋ロ皮下脂肪・竺E

L 

100也

40 
高 80司

e 
fi! 60鴨
IJII 

E制

緩
W:J 20也

事正

0弘
、bo.も句、、、'!> _1加、もへ

ややや下 φ や九ややヂ令今@

下腿脂肪率%

同前座骨筋個ひらめ筋園勝腹筋ロ皮下脂肪・その他1

同「目 同 同

高

E 且L

下腿脂肪率 (A) と年齢 (8)別にみた下腿軟

組織内の脂肪分布

断面積中の総指肪面積を100%として各組織中の

脂肪面積をパーセントで示した。 23名の被験者

ごとにカラムで表し，下腿脂肪率I1頃 (A)ある

いは年齢順 (8)に表示してある。

、
も

、
へ

らもφ そ予φφ  
年齢

今8:> 5 ‘、~ 、
'¥，: 、ョ

催
m
柵

釦

苅

也

a
m

町

苅

陛

m
岬

町

苅

ι
1

n

u

n

u

n

u

n

u

n

u

n

u

 

n

u

n

E

e

o

a

a
守

内

4

加叩扇

G
益
畑
町

G
E縫
製
語

図8

一方，筋断面積への年齢の影響を考える上で筋束内

への脂肪の蓄積は筋の見かけ上の断面積に影響を与え

る。そこで，画像上で確認できる脂肪面積を除去し筋

線維のみからなる領域の面積を算出し，年齢との関係
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みられた(排腹筋とひらめ筋とのT1値の聞は t検定

で5%レベルで、の有意差が認められた)0 Kunoら12)の

観察では外側広筋の間での比較で筋線維組成の違いが

MR特性値の違いとして観察されたものであり，今回の

観察では異なる筋の問での比較であることから，筋線

維組成の違いに加えて他の要因もMR特性値に反映され

た結果， T 1値のみの有意差として観察されたと考え

られる。

一方，今回の下腿筋の観察ではT1値， T 2値とも

に，年令および下腿脂肪率との弱い相関がみられてい

る。骨格筋に生じる老化の兆候としては筋線維サイズ

の減少，筋鞘膜(細胞膜)の変性，筋線維と脂肪や結

合組織との置換などが知られている26)。外側広筋では

筋断面積は50"'60代で急速に減少し80代では20代の40%

まで達するが，その大きな要因として速筋線維の数と

サイズの減少があげられている 27)。その他，外側広筋

や排腹筋などでの加齢変化として速筋線維の萎縮，変

形，小型化が報告されている札制。今回の観察でも年齢

とともに筋断面積の減少が進むことが示された(図 9)。

萎縮縮小した筋に代わって筋内膜領域で結合組織によ

る置換が加齢とともに進みつつあり，その結果がT1

値と T2値の増加として観察された可能性が強い。し

かしその程度は，図 7と図 8Bで示されたような画像

化されうる脂肪分布(恐らく筋周膜レベノレ)にはいた

らないものと思われる O 一方，体脂肪率と骨格筋線維

組成の割合との間には密接な関係があることが報告さ

れており，大腿の外側広筋の例では体脂肪率が高い被

験者ほど速筋線維の占める害IJ合が高くなっている30-32)。

今回の観察結果では筋のT1値も T2値も下腿脂肪率

(体脂肪率と正の相関を示す)と弱い正の相関を示し

た(図 4)。速筋の割合が高くなればT1， T 2値とも

に増加するという Kunoら12)の結果を考え合わせると今

回観察した下腿筋では脂肪率の高い被験者では相対的

な速筋の割合が増加傾向にあり，そのことが脂肪率増

加にともなう T1値， T 2値の増加として示された可

能性も否定できない。今後，バイオプシ試料の観察な

どにもとづいてMRIによる観察結果を解釈し，一定の

判断基準を得る必要がある。

2 MR画像上で可視化された脂肪の分布について

下腿断面での脂肪分布についての詳細な報告は皮下

脂肪に限られている。男性の皮下脂肪厚は，体幹，上

下肢いずれでも年齢による違いはほとんどないことが

報告されている問。また，運動やダイエットによる下

腿での皮下脂肪の減少率は体幹に比べて極めて低いこ

とが知られている 10.14.34)。今回の観察では，インピーダ

ンス法で体脂肪率の高い人，すなわち全身に脂肪蓄積

の割合の高い人，ではその傾向は下肢にも及んでおり

下腿での皮下脂肪，筋束内の脂肪ともに多い傾向が見

22 

られた。また，筋のなかでは脂肪蓄積の程度は前腔骨

筋よりも排腹筋とひらめ筋で顕著であった(図 5)。一

方，皮下脂肪と各筋での脂肪蓄積について年齢との関

係をみると複雑である。皮下脂肪と排腹筋内の脂肪蓄

積は年齢に関係しないが，ひらめ筋と前腔骨筋内の脂

肪蓄積には老化の影響があるものと思える。ひらめ筋

では年代を追うごとに筋内の脂肪が増加し，前月歪骨筋

では70代で急に脂肪蓄積が増加する(図 7)。下腿にお

いては，皮下脂肪も筋内の脂肪蓄積も年令よりはむし

ろ個人差(体脂肪率の程度)によるところが大きいも

のと思われるが，それぞれの筋の運動特性，筋線維組

成，使用状況などにより脂肪蓄積の程度や老化の影響

の受けやすさなどがあると考えられる。

まとめ

MR特性値 (T1値， T2値)は組織の状態で異なる

値を示す。下腿の筋のうち赤筋を主体とするひらめ筋

のTl値は白筋を主体とする排腹筋よりも有意に小さ

い値を示した。また，下腿三頭筋や前腔骨筋のT1値，

T2値は年令が高くなるにつれて，また下腿への脂肪

蓄積が多くなるにつれて高い値を示した。筋組織内の

線維構成変化や筋萎縮に伴う結合組織による置換など

が関係していると考えられたーしかし，そのような組

織の変化とMR特性値の変動との関連については推測の

域を出なかった。

MRIのT1強調像では脂肪分布が明瞭に画像化され

る。下腿の皮下組織や筋束内への脂肪蓄積は体脂肪率

の高い被験者ほど多い。また，前腔骨筋よりも下腿三

頭筋への脂肪蓄積が顕著であった。皮下組織や筋への

脂肪蓄積は少なくとも中高年においては年令よりも個

人の体脂肪率に密接に関係していると考えられる。
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Abstract 

To evaluate the characteristics of muscle and fat distribution in human legs， 

we examined 23 men (average age 49:t 18 years ) using magnetic resonance imaging (MRl). MR relaxation 

times (T1 and T2 values) in the gastrocnemius， soleus， and tibialis anterior were measured on T1-weighted 

and T2-weighted MR images obtained at the proximal1/3 position of the leg. Fat area and cross-sectional 

area of muscles， subcutaneous tissue and whole leg were measured on T1-weighted MR images. The leg 

fat ratio (percentage of fat area in a total cross-sectional area of leg) measured on MR images was positively 

correlated to the percentage of body fat and also to the muscle fat ratio (percentage of fat area in a 

cross-sectional area of muscle). T1 values in the gastrocnemius were significantly elevated compared to 

the soleus， and T2 values in the gastrocnemius were significant1y elevated compared to the tibialis anterior. 

Longer relaxation times in both T1 and T2 values of the muscles were associated with increase in age and 

percentage of leg fat ratio. There is a possibility that a difference in MR relaxation times in muscles may 

reflect a difference in muscle fiber composition and/or other factors like fat and water compositions. The 

muscle fat ratio in the gastrocnemius and soleus were higher than those in the tibialis anterior in all the 

ages examined. Fat distribution patterns in muscles， subcutaneous tissue， and peri-and epimysium were 

not affected by age but by the fat ratio. These results indicate that the accumulation of fat in muscles 

and su bcutaneous tissue in legs has a tendency to depend on the individual variations and is independent 

of age. 

Key words : MRI， human leg， muscle， fat 
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