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運動による自律神経活動の可逆性
　慢性的な運動不足が、肥満や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。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ので、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

（GLUT4）の translocationを惹起し糖
輸送を活性化することができる。イン
スリン感受性の改善は動脈硬化・心血
管系疾患のリスクを軽減させることに
なり、臨床的意義も大きい。     
　George Brayに よ り 提 唱 さ れ た
MONA LISA（Most Obesities kNown 
Are Low In Sympathetic Activity）仮
説、すなわち、交感神経活動の低下と
肥満とが密接に関連しているという考
えは動物実験などから支持されてき
た。肥満や糖尿病の改善効果は運動
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２義
的なものとされる。実際、肥満した患
者で体重減少を図る場合、その効率と
有効性から食事制限が優先されるのが
現状である。しかし、運動には脂肪減
量効果の促進や体組成の維持、他の生
活習慣病危険因子の是正、運動機能の
保全などの重要な意義があるので、食
事制限と運動療法の併用が推奨され
る。
　適度な体脂肪量を維持し、一定の体
重を保つ仕組みとその破綻としての肥
満の遺伝的要因解明は、分子遺伝学的
手法を駆使した最近の研究によって著
しく進展した。白色脂肪組織に脂肪が
蓄積すると脂肪細胞からレプチンが内
分泌され、大脳の視床下部の交感中枢

（満腹中枢）の神経細胞膜に存在するレ
プチン受容体に結合して細胞を活性化
する。交感神経活性の上昇は副交感中
枢（摂食中枢）を抑制して摂食を抑える
とともに、β3－アドレナリン受容体
を介して白色脂肪組織（特に内臓型）か
らの脂肪動員と褐色脂肪組織からの熱
放散（脱共役蛋白質（UCP1）：ミトコ

ンドリアでの酸化的リン酸化を脱共役
させ、ATPを合成せずに、エネルギー
を熱として放散するタンパク質ファミ
リーのひとつ）を促進し、これらの総
合効果によって脂防の過剰蓄積を防ぐ
ものと考えられている（図１）。つまり、
自律神経は、食欲やエネルギー代謝の
調節に関わり、生体の体重を一定範囲
に保つ上でも重要な役割を果たしてい
るので、糖尿病や肥満症の予防、治療
の観点からも非常に大切な問題であ
る。
　自律神経活動が低下している肥満者
を対象にした有酸素運動のトレーニン
グ効果を扱った最近の研究によれば、
低強度（約50％ V

4

O2max）の有酸素運動
でも、総エネルギー消費量を増加させ
ることにより、呼吸循環機能の有意な
向上は認められないが、糖・脂質代謝
の改善に十分効果を発揮することが明
らかにされている。
　Nagaiらは1,080人の児童を対象に体
脂肪、運動量、食事等を詳細に調査し、
自律神経活動に対する肥満と運動習慣
の影響について検討している。その結
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果、肥満児では非肥満児と比較して交
感・副交感神経活動を反映するLF成
分も副交感神経活動を反映するHF成
分も有意に低下していることを明らか
にした。しかし、同じ程度の肥満であっ
ても習慣的な運動習慣を有する児童で
は、運動習慣を有さない児童よりも
LF、HF成分ともに有意に高値を示し
た。そこで、ある小学校の全児童（305
名）を対象として、１年間の運動介入

（心拍数130 ～ 140拍/分、20分/日、５
回/週）を行った結果、介入前に自律神
経活動が低下していた児童では、すべ
ての自律神経活動の評価において有意
な改善が認められた。これらの結果は、
自律神経活動は可逆性を持っており、
脂質代謝や食欲調節機能の中枢である
自律神経活動の低下に起因する小児肥
満や中年肥満も習慣的な運動の励行に
よって予防できることを強く示唆する
ものである。つまり、運動療法は糖代
謝亢進のみならず肥満や食欲調節機構
に作用する自律神経活動の亢進効果も
備えており、食事療法とともに不可欠
なものである。最近では、肥満してい
ても運動習慣がある人のほうが、スリ
ムで身体的不活動な人たちよりも圧倒
的に病気の罹患率や死亡率が低いこと
が報告されている。

運動処方
　数多くの薬剤から患者の症状に合わ
せ、最も適した“薬”を処方するように、
運動処方においても、生理学的根拠に
基づいて個人に適した運動の種類、運
動強度、頻度、持続時間を決定する必
要がある。「何か運動を始めなさい」と
忠告された糖尿病患者が、腹筋運動、
腕立て伏せ、あるいは流行のダンベル
体操を急に開始し、バルサルバ現象と
小筋群の過負荷による血圧の急上昇

（静的筋収縮や小筋群の過負荷により、

血流の一時的阻止が起こり、心拍数や
血圧の急上昇が起こる）による脳血管
系障害、心筋梗塞などを誘発させる危
険を招く場合が多い。これらの望まし
くない結果を避け、安全で効果的な運
動処方箋を作成することが、運動許容
範囲の小さい中高齢者や糖尿病患者で
は非常に重要になってくる。以下に、
米国糖尿病学会の「運動療法ガイド」に
沿って最新の運動処方の概略と実践的
な方法について述べる。

運動の種類
　中高齢者を対象にした実験では、動
的な大筋群の運動（歩行、速歩、軽い
ジョギングなど）は静的筋収縮や小筋
群の過負荷を要求する運動よりも有意
に単位運動量当たりの心臓の仕事量

（心筋酸素摂取量＝収縮期血圧 ×心拍
数で推定される）が低いことが明らか
にされている。さらに、中高齢者の運
動では、血管収縮反射をできる限り避
けるために、交感神経がより昂進する
小筋群の極度な筋収縮や静的筋収縮を
最小限度にとどめ、大筋群のリズミッ

クな収縮要素を取れ入れるべきであ
る。
　大筋群の収縮・弛緩は筋ポンプ作用
による静脈還流を促進し、同一運動量

（エネルギー消費）における拡張期冠動
脈血流を保証できる。一般に広く用い
られている歩行、ジョギング、水泳、
自転車エルゴメーター、水中歩行など
の運動は推薦できる運動様式であり、
そのトレーニング効果は総運動量が同
一であれば、ほとんど差が認められな
い。

運動強度
　アメリカスポーツ医学会（ACSM）
では，呼吸循環機能を向上させる運
動処方として、少なくとも50 ～ 85％
V
4

O2maxの強度で、20分間の有酸素運
動を週に３回、数ヵ月間継続すること
を推奨している。米国糖尿病学会は
50 ～ 74％ V

4

O2maxの強度で週３～５
回、20 ～ 60分の運動を基本に、エネ
ルギー消費量が患者のニーズに合わせ
て週700 ～ 2,000kcalになるように調整
するよう指示している。しかし、この
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図１　体重調節における自律神経活動の役割
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レベルの運動強度は無酸素性作業閾
値（Anaerobic Threshold, AT： 血 中
乳酸の増加が起こり始める運動強度）、
あるいはそれ以上の負荷になり、内臓
脂肪型肥満者に発生している糖・脂質
代謝異常の改善には必ずしもこの運動
処方が適するとは限らない。一般的に
肥満者や糖尿病患者の場合、運動不足
を伴ってATも低く、速歩程度でこの
閾値に達する場合もある。特に高齢者
ではATレベルの運動が単純な歩行に
相当する場合が大半である。また合併
症の問題から運動制限が必要な場合も
多い。この意味から、歩行レベルの軽
度の運動が糖・脂質代謝を有意に改善
させる運動刺激になるか、あるいは糖
代謝改善に最低必要な運動強度や運動
量が存在するかは臨床上重要な課題で
ある。
　肥満者を対象にした有酸素運動のト
レーニング効果を扱った最近の先行研
究によれば，中強度の有酸素運動でも，
総エネルギー消費量を増加させること
により、呼吸循環機能の有意な向上は
認められないが、肥満者における糖・

脂質代謝の改善に十分効果を発揮する
ことが明らかにされている。実際、中
程度の有酸素運動と食事制限を組み合
わせたプログラムで肥満者の体組成が
有意に改善されることが多くの先行研
究により明らかにされている。
　エネルギー消費量は、METs（１
MET＝3.5ml/kg/minの 酸 素 消 費 量

〔１ℓの酸素消費量が約５kcal/min〕で
時間で表示すると概ね１kcal/kg/時）
を用い、

　エネルギー消費量 (kcal) 
   =体重（kg）×METs×運動持続時間

で求められる。例えば体重60kgの患
者が歩行（3 METs）で30分（0.5時間）運
動すると70kg×3 METS (Kcal/kg/時)
×0.5時間＝105kcalとなる。速歩で4 
METs、非常にゆっくりしたジョギン
グで5 ～７METsに相当する運動強度
になる。
　　

運動頻度
　運動の体力増加や予防医学的効果に

関する研究では、週１回のトレーニン
グでは改善があまり認められず、週３
～５回の運動頻度が最も良く利用され
ている。さらに、週６～７回のトレー
ニングが週３～５回のトレーニングに
比較してほぼ同等の効果をもたらす事
から、週３～５回のトレーニング頻度
が最適であるとされている。最近の報
告では１日に短時間の運動を何回も行
うことは、１回に長時間の運動を行う
のとほぼ同様の効果が得られる点が示
唆されている。一過性の運動でも約72
時間後まで血糖コントロールやインス
リン感受性の改善が糖尿病患者や非糖
尿病者に認められることから、運動の
糖尿病予防・改善効果を得るためには、
最低、週３回程度の身体運動の継続が
重要になってくる。
　　

運動持続時間
  文献的考察では、有意なトレーニン
グ効果を得るための運動負荷持続時間
は最低15分必要であるとされている。
生活習慣病の予防・改善の最大効果を
得るためには30 ～ 60分の運動継続が
望ましいとされている。しかしなが
ら、ここで特に強調しておきたいこと
は、中高齢者や中年の非鍛練者が30分
間も与えられた運動強度を維持するこ
とは難しいので、漸増的負荷法に基づ
き、徐々にトレーニングの質と量を向
上させていくことである。40 ～ 57歳
の男性を対象にした実験では、週４回
の40分歩行運動と週３回の30分ジョギ
ングの効果を比較し、両者の運動が週
当たりのエネルギー消費量において類
似しており、生理的トレーニング効果
もほぼ同等であった事実も報告されて
いる。

運動と筋由来生理活性物質
　近年、軽い歩行程度の運動でも、

図２　筋由来生理活性物質とその作用
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筋肉から免疫強化や生活習慣病の予
防・改善につながる多数の遺伝子を
ONにする筋由来生理活性物質が放
出されることも明らかにされつつあ
る。最新のヒトの知見では、運動によ
り筋細胞由来の生理活性物質（総称し
てMyocytokine マイオサイトカイン: 

（注）脂肪細胞由来の悪玉生理活性物質
はAdipocytokineアディポサイトカイ
ン）が筋活動に伴い、多量に放出され
ることが明らかとなって注目を浴びて
いる。これは免疫を司るインタールイ
キン６（IL－６）で、図２に示すように

各種のターゲット臓器に作用して糖代
謝、脂質代謝、脳由来神経栄養因子等
を活性化することが指摘されている。
糖尿病、肥満症の患者はもとより肥満
の小児や中年男女性に習慣的な運動を
励行すべきで、まさに厚生労働省が推
奨している「１に運動、２に食事、しっ
かり禁煙、最後にクスリ」である。今後、
筋収縮により惹起されるまだ未発見の
Myokinesの研究がさらに進む可能性
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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NSCAジャパンS&Cカンファレンス2008  ポスター発表者募集のお知らせ

　11月22日（土）・23日（日）に早稲田大学所沢キャンパスで開催す
る「S&Cカンファレンス2008」では、ポスター発表者を募集します。
皆さんの積極的なご参加をお待ちしています。

【発表内容】
ストレングス＆コンディショニング、パーソナルトレーニング
に関する実践報告もしくは学術研究

【応募資格】
　会員、非会員を問いません。

【開催場所】
　早稲田大学所沢キャンパス（埼玉県所沢市三ヶ島2-579-15）

【ポスター掲示期間】
　11月22日（土）12:00 ～ 11月23日（日）16:40まで
　※23日正午までに必ず掲示してください。

【質疑応答時間】
　11月23日（日）12:00 ～ 13:15
　※必ず代表者がポスター前で待機してください。

【特典】
①資格認定者に対して1.0CEU（カテゴリー B）が付与されます。
②発表代表者１名に限り、カンファレンス参加費を免除するこ

とができます。参加費を免除した場合は、カンファレンス参
加によるCEU（付与数は62ページを参照）は付与されません。

【申し込み受付期間】
　～ 11月7日（金）必着　（受付期間を延長しました）

※ただし、カンファレンスプログラムには内容詳細を掲載でき
ません。

【参加申し込み方法】
　氏名、会員番号（会員の場合）、所属先、連絡先（住所、電話番号）、

ポスター発表の演題を明記して、E-mail（educa@nsca-japan.
or.jp）でお申し込みください。メールの件名には、「2008年ポスター
発表○○（代表者名）」とお書きください。
　その際、発表内容の要旨をまとめた抄録と図表を作成し、添
付ファイルでご送信ください。メールで送信できない場合は、
CD-RもしくはDVD-Rにデータを保存して、事務局宛に郵送して
ください。

【抄録の形式】
　学術研究は「目的」「方法」「結果」「考察」「現場への応用」の見出し
をつけて、抄録を1,000字以内で作成してください。実践報告は「目
的」「方法」「結果」「考察」の見出しをつけて、抄録を800字以内で作
成してください。図表は３点以内とし、白黒印刷で識別できるよ
うに作成してください。
　抄録は、テキストファイルもしくはWordファイル（2007形式
を除く）とし、図表はExcel、PowerPoint（2007形式を除く）、
JPEG、TIFF形式とし、抄録と合わせてメールに添付の上、送信
してください。抄録の内容によっては、修正していただく場合や、
不採用になる場合もありますので、ご了承ください。

【ポスターの形式】
　縦120cm×横90cm以内の大きさで作成し、ポスターの上部に

「演題名」「発表者」「所属」が表記されるようにしてください。また、
演題名の文字サイズは96pt以上で作成してください。

【問い合わせ先】
NSCAジャパン事務局　S&Cカンファレンス2008ポスター発表係

〒105-0023　東京都港区芝浦1-13-16　
TEL： 03-3452-1684　FAX：03-3452-1690

E-mail：educa@nsca-japan.or.jp
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