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寄稿

〜 NSCA ジャパン 第 6 回総会 より〜

生活習慣病と予備軍に対する
筋力トレーニングを含めた
運動療法について
森谷敏夫
京都大学大学院人間・環境学研究科

教授

運動は、糖尿病、肥満症や高血圧症など生活習慣病（成人

なくなり、その少ない運搬車をムチ打つように、インスリン

病）の病態改善や予防に重要な役割を担っており、
「生活習慣

が必要以上に分泌される。こうして、肥満、運動不足、過食

改善」の大きな柱となっている。これまでに行われた多くの

の三種の肥満神器で脂肪の蓄積が雪だるま式に急速に進んで

研究によって、運動のなかでもとりわけ有酸素性運動を日常

いくのである（図１）
。特に、内臓脂肪から分泌される脂肪細

的に行うことの医学的重要性が明らかにされてきた。有酸素

胞由来の各種の生理活性物質（アディポサイトカイン）が、多

性運動は、エネルギー消費による抗糖尿病効果をはじめ、糖

くの生活習慣病の起因となる遺伝子を発現させるのである。

代謝や血清脂質の改善、インスリン感受性の向上、降圧効果、

この状態が長く続けば、インスリンをキャッチするレセプ

呼吸循環機能改善など、様々な生理学的変化を惹起すること

ターが減ってきて、インスリンがだんだんと効かなくなって

から、生活習慣病の予防・改善に加え、中高齢者の健康増進

しまう（インスリン抵抗性）
。こうなるとすい臓がさらに酷使

運動プログラムの中核的要素をなしている。

され、疲れてしまい、やがて糖尿病におかされてしまうので
ある。

運動不足は死亡率を高める

運動不足が習慣になっている人は、筋肉もあまり発達して

最近の運動・医科学の研究から、生活習慣病でも特に心臓

おらず、基礎代謝も低く、エネルギー製造工場（ミトコンドリ

病、糖尿病、高血圧症、肥満症、脳卒中などの発症は、加齢

ア）の数もその働きもかなり落ち込んでいる。その結果、身体

のみに依存しているだけではなく、慢性的な運動不足や食生

で消費するエネルギーは減って、逆に貯えるためのエネルギ

活にも大きく関係していることが明らかにされている。

ーが増えてしまい、過剰なインスリンの働きで身体に脂肪が

身体にダブついたブドウ糖などのエネルギーはすい臓から
分泌されるインスリンの作用で中性脂肪になり、内臓の周り

こうして、
「肥満、糖尿、高血圧、高脂血症」が合併して死

や皮下に脂肪としてため込まれる。当然、食べ過ぎると、脂

の四重奏のメロディーが流れ出すのだが、残念ながらほとん

肪になる材料も多くなり、それにつれてインスリンも多量に

どの生活習慣病（ガン、心臓病、高血圧、高脂血症、脳卒中、

分泌され、脂肪が合成されることになる。

糖尿病など）は無自覚・無痛で、我々の耳をどんなにすまして

運動不足の人は、ブドウ糖を血液から細胞の中に運ぶ運搬
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貯まる一方になってしまうのである。

も聞こえないのである。

車（グルコース輸送担体、GLUT 4）
の数が減っているだけでな

肥満して、血管を痛めつける高い濃度のインスリンやダブ

く、運搬する能力も低下している。肥満で、かつ運動不足で

ついたコレステロールが血管壁を蝕んで行っても、本人はま

あると、ブドウ糖がしっかりと細胞に運べず上手く消費でき

ったく自覚できない場合がほとんどである。実際に痛みや自
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覚症状が出てきた頃には、もうその病気が立派に出来上がっ
てしまった後なのである。かくして、肥満と運動不足を長期

脂肪細胞由来の生理活性物質（アディポサイトカイン）
が生活習慣病を引き起こす

に抱えると圧倒的にいろんな病気で死ぬ確率が高くなってく
る。
図２はアメリカのブレア博士が約14,000 名の男女を８年以
上も追跡調査した結果で、肥満度と運動習慣が各種の病気で
死ぬ確率にどのような影響を与えるかを検証したものである。
その結果、男性も女性も肥満度が高く、かつ運動不足のグル
ープでは、圧倒的にガン、心臓病、脳卒中、糖尿病などで死
んだ人が多いことが判明した。その後の数多くの研究でも、同
様に「肥満薄命」がはっきりと示されている。

美人薄命は昔のこと、現代は肥満薄命
運動によるインスリン感受性の改善
インスリンは、糖取り込み以外にも細胞内での糖・脂質代

図1

謝、遺伝子調節、DNA 合成、アミノ酸代謝、電解質調節など
多くの生体機能に関与している。慢性的な運動不足が、肥満

肥満は死の四重奏（肥満症、高血圧症、糖尿病、高脂血症）の
温床になる

運動は内臓脂肪を減らし、生活習慣病の予防・
改善に有効な多数の遺伝子をONにする

や２型糖尿病におけるインスリン感受性の低下と密接な関係
にあることは良く知られている。例えば、Stuart らは、たっ
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り込み能力の低下やインスリン作用の低下が起こることを報
告している。
逆に、運動はインスリンとは別の細胞内シグナル伝達機構
を介して、糖輸送を活性化できるため、インスリン抵抗性の
存在下においても運動により糖輸送は通常正常に機能する。つ
まり運動は、インスリンと独立した細胞内機構により、骨格
筋の糖輸送担体（GLUT 4）
のトランスロケーションを惹起し糖

死亡率（1万人/1年間）

た７日間のベッドレスト（完全休養）で、顕著な骨格筋の糖取
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肥満度と体力レベルが各種疾患での死亡率にあたえる影響
（Blair et al.JAMA，1989 のデータから著者作図）

運動療法の効果は運動によるエネルギー消費によると考え
られていたが、前述した機構が明らかとなった現在、エネル
ギー消費は第二義的なものとされる。実際、肥満した患者で

較すると軽い歩行運動で約３倍、中等度のジョギング運動で

体重減少を計画する場合、その効率と有効性から食事制限が

は約５〜10 倍近くにも及ぶことが報告されている。運動によ

優先されるのが現状である。しかし、運動には脂肪減量効果

るインスリン感受性の亢進は、典型的には１回の有酸素性持

の促進や身体組成の維持、他の生活習慣病危険因子の是正、運

久運動による急性効果として得られ、運動を行った筋に限局

動機能の保全などの重要な意義があるので、食事制限と運動

し、運動後48 時間以上継続する。効果の持続時間は筋グリコ

療法の併用が推奨される。

ーゲンの蓄積量によって影響され、筋グリコーゲンが減少す

糖尿病の治療には、薬物療法、食事療法、運動療法が用い

るとインスリン感受性亢進の期間が延長する。

られるが、運動療法は比較的軽い糖尿病患者では特に顕著に

インスリン作用の改善は GLUT 4 の増加や血流の増加と相

血糖の改善が認められる。この運動の血糖降下作用は、筋が

関するため、運動トレーニングの継続による筋の生理学的・

最も多量のグルコースを利用できる組織であることと関係し

生化学的変化も重要になる。トレーニングにより、筋タンパ

ている。筋活動で消費されるグルコースの量は、安静時に比

ク量当りの GLUT 4 が増加する。また、筋力トレーニングに
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骨格筋電気刺激
我々は骨格筋低周波電気刺激法を利用して、糖・エネルギ
ー代謝活性化に及ぼす効果について検討している。この手法
は、体表に貼り付けた表面電極を介して骨格筋に電気刺激を

電気刺激

加え、筋収縮を誘発するものであり、寝たきり患者や体力が
低下した患者であっても施行可能である。また、実際の運動
に比して、呼吸循環系や関節への負担が少ない状態で筋収縮
を惹起することが可能である。骨格筋電気刺激による代謝研
究では、正常血糖高インスリンクランプ法と呼気ガス分析の

随意運動

同時解析を行い、骨格筋の糖・エネルギー代謝促進効果を検
討した。その結果、電気刺激中に酸素消費量は安静時の約2 倍
に上昇し、体内のエネルギー消費（20 分刺激で約50kcal）
が亢

図3

20 分間の大腿四頭筋の電気刺激と同強度（酸素摂取量）の足
エルゴでの随意運動後の筋糖取込率の変化

進することを実験的に明らかにした。内因性糖放出が抑制さ
れた生理的条件下において、全身糖取り込み率は電気刺激に

（文献 4 を一部著者改変）

よって有意に上昇するとともに、その亢進が刺激終了後90 分
以上持続することも見出した。この新知見は、糖尿病の予防・
よる筋重量の増加も、糖代謝容量の増加を介してインスリン

治療に不可欠な血糖コントロールに対する骨格筋電気刺激の

抵抗性を改善する可能性がある。

有効性を強く示唆するものである。さらに、この骨格筋電気
刺激法による糖・エネルギー代謝特性に及ぼす効果を同一酸

安全運動閾値

素摂取量での自転車運動と比較検討した結果、電気刺激では

我々は、肥満者や糖尿病患者に対して安全で有効な運動処

血中乳酸濃度・呼吸商の有意な上昇により、筋グリコーゲン

方の開発を行ってきた。特に、血中乳酸や呼気ガスの変化で

消費亢進が認められた。しかし、この効果は同等の運動強度

はなく、心臓副交感神経活動を基準にした「安全運動閾値」の

での自転車運動では認められなかった。また、電気刺激終了

測定法を確立するために健常者（男子学生51 名）のみでなく、

後の糖取り込み率は自転車運動後よりも有意に高かった。

心不全患者（n ＝13）を対象に比較検討した。その結果、心拍

通常の随意運動時における運動単位の動員様式は、収縮張

変動パワー解析法により、簡便に心臓自律神経活動を基準と

力が低く、疲労しにくい筋線維を支配している遅筋線維から

した安全運動閾値の設定が可能となった。そこで、
「安全運動

順次動員される。対照的に、電気刺激では太い神経線維で支

閾値」で運動処方箋を作成し、生活習慣病のリスクが高く、自

配される速筋線維から動員が始まる。ヒトの大腿四頭筋部に

律神経活動の低下した肥満者を対象に12 週間の運動トレーニ

電気刺激を誘発させた場合、刺激後の筋内のグリコーゲン枯

ングを実施した。その結果、
「安全運動閾値」での運動トレー

渇は速筋線維で著しく高いことや、解糖系によるエネルギー

ニング12 週後では、血圧、血中コレステロール、中性脂肪、

利用率が遅筋線維の2 倍も高いことが報告されており、電気刺

HDL 及び LDL-C コレステロ−ル、体脂肪、等々の生活習慣

激による選択的な速筋線維の動員によって随意収縮とは異な

病リスクファクターや心臓自律神経活動が有意に改善した。ま

るエネルギー代謝特性の存在が示唆されている。このように

た、強力な血管収縮物質であるエンドセリンやカテコラミン、

強度運動を要求することなく、電気刺激ではグリコーゲンを

および心負担度の指標である脳性ナトリウム利尿ペプチドの

含めた糖質エネルギーの利用が高いものと考えられることか

増加が運動中に認められなかった。これらの自律神経活動の

ら、糖尿病の代謝改善効果にも期待できる。これらの結果か

可逆的効果から、
「安全運動閾値」での運動は、心臓に負担が

ら、電気刺激は低い運動強度で解糖系エネルギー利用の高い

少なく、中年肥満者におけるエネルギー代謝機構を改善し肥

速筋線維の動員を可能にし、筋エネルギー消費、グリコーゲ

満を解消させるだけでなく、虚血性心疾患や突然死を予防す

ン代謝、糖代謝を活性化できる有用な手段であることが明ら

る可能性があることが示唆された。

かになった。この知見は、寝たきり老人、糖尿病性合併症や
心血管系合併症、その他の整形外科的拘束によって運動が制
限される人々などに代謝改善効果を享受しうる可能性を示唆
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しており、予防医学・治療医学の観点からも今後の研究が期
待される。
運動と脳由来神経栄養因子
最近では運動により脳由来神経栄養因子（Brain Derived
Neurotrophic Factor：BDNF）
が増加するという報告がある。
特に海馬に存在するこのファクターは、神経の可塑性改善、シ

2. Shibata M, Moritani T, Miyawaki T, Hayashi T, Nakao K（2002）Exercise
prescription based upon cardiac vagal activity for middle-aged obese women.
Int J Obesity 26:1356-1362
3. Hamada T, Sasaki H, Hayashi T, Moritani T, Nakao K. Enhancement of whole
body glucose uptake during and after low frequency electrical stimulation of
human skeletal muscles. J Appl Physiol 94:2107-2112
4. Hamada T, Hayashi T, Kimura T, Nakao K, Moritani T（2004）Electrical
stimulation of human lower extremities enhances energy consumption,
carbohydrate oxidation, and whole body glucose uptake. J Appl Physiol
96:911-916
5. Cotman CW, Berchtold NC（2002）Exercise: a behavioral intervention to
enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci 25:295-301

ナプス伝達促進、長期記憶の増強、虚血から来る脳損傷抑制
などの働きを持っているとされる。また、エストロゲン投与
と運動の組み合せでBDNF が増加することが考えられている。

謝辞：この研究成果の一部は、科学研究費補助金（基盤研究（B）15300231）
の助成によるものである。

閉経後の女性ではBDNF が減少してくることから、女性ホル
モン投与は骨粗鬆症予防だけでなく、運動療法と組み合せる

NSCA ジャパン第6 回総会 基調講演より

ことにより脳機能の維持にも有効である可能性がある。一方、
運動は鬱に対して有効であるとされるが、抗うつ剤投与によ
り運動と同様にBDNF が増加することがわかっている。効果
は運動の方が大きいが、抗うつ剤投与と運動の組み合せでは
さらに大きい効果が期待できる｡脳機能維持を目的とした運動
となれば運動療法の見方も変わる可能性があり、今後のこの
分野の研究成果に大いに期待したいところである。◆
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カテゴリー E（実技）講習会スケジュール（ 10 〜 12 月）

CEU
0.7〜1.0
0.7〜1.0

2005 年の資格認定者を対象としたカテゴリーE（実技）講習会を以下の日程で実施します。
日

付

地区・会場（定員）

参 加 費： 3,150 円（税込）

10月 1 日（日） 関西・ウイダー・トレーニングラボ（20 名）

お申し込み方法：電話にて事務局までご予約ください。開催日の２カ月

10月22日（日） 北海道・札幌市西区体育館

前より受け付け開始します。
注意事項： 8 月のカテゴリー E 講習会から、講習内容が若干変更になり

（15 名／うち一般募集枠 10 名）
11月 5 日（日） 東北・仙台大学（20 名／うち一般募集枠 10 名）

ます。それに伴い、
『ストレングストレーニング＆コンディショニング第

11月12日（日） 東海・可児市ウエイトリフティング場（20 名）

２版』は持参不要になりました。

11月 26日（日） 九州・福岡大学（20 名）

①トレーニングウェア、②室内用シューズ、③昼食をご持参ください。

12月３日（日） 中四国・倉敷工業高校（15 名）
12月17日（日） 北信越・金沢学院大学（15 名）
12月24日（日） 東京・ウイダー・トレーニングラボ（30 名）
必ず受講しなければならない方： 2005 年の NSCA 認定資格取得者で、
2005 年にカテゴリー E 講習会を未受講の方。
※ 会場によっては一般受講者も受け付けています。一般受講者へのCEU
付与は0.7（カテゴリー A）となります。

※ それぞれ定員になり次第、締め切ります。
※ お申し込み後の変更は、開催日２週間前までであれば次回分１回のみ
日付の変更が可能です。
※ お申し込み後のキャンセルは、開催日２週間前までであれば手数料 525
円を差し引いて全額返金いたします。開催日 13 日前以降は返金でき
ません。

NSCA ジャパン 事務局
Tel: 03-3452-1684

e-mail:nscajapan@nsca-japan.com
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