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効果は想像以上！
運動で変わる私たちの体
きちんと体を動かすことがいかに大切か──洋の東西を問わず昔からよく言われてきたことだ。確かに運
動すれば体も軽くなって爽快感もあり、前向きな気持ちを持つこともできる。このような運動の効果を実
感できる場面は多いが、科学的調査でもそれは実証されている。最近では、予防効果だけでなく運動によ
る治療という側面にも注目が集まっている。

貝原益軒の
『養生訓』
では、睡眠や食事と同じように、
きちんと体を動かせという言及があります。そうして

間に運動によって消費したエネルギー量を割り出し、

経験的にいわれてきた運動の効果ですが、古いところ

運動量と死亡率の関係を調べたところ、消費エネル

では 1953 年、イギリスのモリスという研究者が二階

ギー量が増えるにつれて、全体の死亡率が下がってい

建てバスの運転手と車掌を対象に行った調査で、運転

くという結論を導き出しました
（図 1）
。

手のほうが車掌より心筋梗塞の発作を起こす率が高く、

特に最近、運動は、大きな社会問題となっている生

特に 55 歳以上はその差が顕著であるという報告を出

活習慣病との関わりで注目が集まっています。
「生活

しています。これは、仕事中の運動量の違いから生じ

習慣病」とは「食事・運動などの生活習慣が発症・進行

る差だと考えられます。

に関与する症候群」
と定義されており、2 型糖尿病、肥

1962 年から 1978 年には、アメリカ、ハーバード大

満症、高脂血症（脂質異常症）
、高尿酸血症、循環器病、

学のパッフェンバーガー博士の研究グループが、同大

高血圧、大腸がん、肺扁平上皮がん、慢性気管支炎等

学の卒業生約 1 万 7000 人を対象に、日常的な運動量

が含まれます。中でも脳卒中、冠動脈疾患などの心血

のアンケートを行いました。いつどんな運動を、何時

管疾患の危険因子（冠危険因子と呼ぶ）である、肥満、
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から何時までやったかというような調査票から、1 週

糖尿病、脂質異常症、高血圧症は、ひとりの人が複数
を持つことが多く、危険因子の保有数が多いほど冠動
脈疾患発症の危険率が上がることも指摘されています。
運動が健康に寄与することは多くの調査によって明
らかになっており、
「健康日本 21」では「身体活動量が
多い者や、運動をよく行っている者は、総死亡、虚血
性心疾患、高血圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸が
んなどの罹患率や死亡率が低いこと、また、身体活動
や運動が、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果を
もたらすことが認められている。更に高齢者において

■図1 身体活動と死亡相対危険度

相対危険度︵全死亡 率 ︶
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率の差が劇的に異なりま

（ハーバード大学卒業生 1 万 6936 人、1962-1978 年）

少しの運動でも生活習慣
病の予防に効果があると

1.00

いうことなのです。
また、ここに肥満度と

0.80

有酸素能力の関係を調べ
た研究結果があります
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（図 2）
。肥満の場合、食

0.40

事制限で摂取カロリーを
減らしましょう、運動し

0.20
0.00

す。そこから言えるのは、

て消費カロリーを増やし
〜500
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身体活動度（kcal/ 週）
Paffenbarger RS et al. Am J Epidemiol 1987;108:161-175
アメリカの運動免疫学者パッフェンバーガー博士による調査。35 〜 74 歳のハーバード大学卒業生、1 万
6936 人を対象に 1962 〜 1978 年まで、1 週間の運動量を調査し、死亡率との関係を調べたもの。週の運動量
が 500kcal 以下のグループの死亡率を 1 とした場合、3000kcal 以上では、死亡率が約 5 割減少している。

ましょう、つまりインを
減らし、アウトを増やす
ようにと言われますが、
運動していればお腹が空
きます。それでつい食べ
てしまって、結局、体重
が落ちず、あきらめてし

も歩行など日常生活における身体活動が、寝たきりや

まうという人も多いようです。ですが、この研究では、

死亡を減少させる効果のあることが示されている」と

同じ肥満度なら、有酸素能力の高い人のほうが、総死

して、その効果をはっきりと謳っています。しかし、

亡率も心血管疾患による死亡率も低いという結果が出

運動習慣のない人が生活習慣を変えていくのは簡単で

ています。肥満のグループの中でも、運動をしている

はないようです。考え方は、普及してきていますが、

かどうかによって、死亡率に半分近くの差が出ている

国民の歩数、歩行時間は、まだ、あまり増えていない

のが見てとれます。さらに、肥満であっても有酸素能

のが現状です。

力の高い人は、標準体重、あるいは痩せぎみの人で有

生活習慣病の死亡率は明らかに下がる

酸素能力の低い人よりも死亡率が低いのです。

＊

もちろん肥満でもよいと言っているのではありませ

普段から運動の習慣がある人は、有酸素能力 が高

んが、目に見える効果がなく、体重に変化がないとし

いわけですが、その体力と死亡率の関連を調べた報告

ても、体を動かすことがいかに重要であるかを示して

が、1989 年アメリカのブレア博士らの研究グループ

いると考えられます。

によって発表されました。そこでは、有酸素能力を低

こうした報告はありますが、では「自分が長生きで

い順に 1 から 5 までのレベルに分け、1、2 を低位、3、

きるのか」
「病気にならないですむのか」
と言えば、亡

4 を中位、5 を高位としてグループ分けしたものを比

くなる時に結果として分かることです。
「自分にも当

較していますが、男女の区別なく、有酸素能力が上が

てはまるのか？」という側面が「健康づくり」の難しい

るほど総死亡率は下がっていますし、心血管疾患、が

ところです。しかし、統計的にはこうした結果が出て

んなど疾患別に見ても同様に持久力の高いグループの

いるのですから、やはり定期的な運動をしたほうが良

死亡率が顕著に下がっています。特に、有酸素能力が

いはずなのです。

最も低い、つまりほとんど運動をしないと思われるグ

高齢化が進む国における問題は、平均寿命と健康寿

ループと、その次のレベルの 2 グループとでは、死亡

命の差です。平均寿命の高い国は、健康寿命、つまり

有酸素エネルギーを用いて行う運動の持続能力。酸素摂取量と利用
能力によって左右される

＊

3

日常的に介護の必要がなく ■図2
自立して暮らせる期間との

総死亡率及び血管疾患による死亡率の
相対危険度に及ぼす肥満度と体力レベルの影響

差が大きく、そこが課題に
政的な問題もありますし、
健康寿命が延びれば一人一
人の QOL が上がって、幸
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になった理由について見て
Lee CD et al. Am J Clin Nutr 1999;69:373

いきましょう。最も多いの
が脳卒中などの脳血管疾患、

2 番目が認知症、次いで高

左から、痩せ気味、標準体重、肥満の順。有酸素能力によって総死亡率、心血管疾患死亡率
のどちらにも大きな差がある。さらに、肥満度が高くても有酸素能力がある人のほうが、標
準体重、あるいは痩せている人で有酸素能力の低い人よりも、死亡率が低い。

齢による衰弱、関節疾患、
骨折・転倒、心疾患と続きます。心疾患というのは狭

果があっても、残りの因子には作用しません。ですが、

心症や心筋梗塞を起こして心不全になるなどです。

生活習慣の改善は、すべての危険因子に作用する唯一

これらの原因の多くは、身体各所で起きる動脈硬化

の治療法とも言えます。だからこそ生活習慣をチェッ

と体力の低下ですから、裏返せば、健康寿命を延ばす

クして、運動不足だったら運動する、間食が多かった

ためには、動脈硬化を抑えていく、進まないようにし

ら減らすといった対応が特に意味を持ってくるのです。

ていくことと体力を維持していくことが求められます。

心疾患を「手術せず運動で治す」ことも

その危険因子は、遺伝的なもの以外に、食事、運動、
ストレスなどの生活習慣が大きく関わっています。
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ここまで、運動を中心とした生活習慣の改善によっ

病気の予防は 3 段階に分けられます。食事の偏り、

て疾病を予防することについてお話ししましたが、次

運動不足、脂質や糖質の過剰摂取などを改善して、病

に、運動の治療的効果について話したいと思います。

気にならないようにするというのが 1 次予防、健康診

心筋梗塞は、動脈硬化がもたらす代表的な心疾患で

断などで異常が見つかったので治療して次に進ませな

すが、その前段階、狭心症では安定的なものと不安定

いというのが 2 次予防、そして脳卒中や虚血性心疾患

なものがあります。後者は、急性心筋梗塞などにつな

などになって治療し、死は免れたものの、麻痺や心不

がるので、バルーンによる拡張とステント挿入によっ

全が残り、機能訓練や心臓リハビリテーションが必要

て血管の再建を行う冠動脈形成術など、すぐに処置さ

になった場合に対処するのが 3 次予防です。2 次予防

れなくてはなりませんが、前者の治療については、多

以降は、
「なってから」
の対応ですが、当然のことなが

少の余裕があります。

ら、健康で長生きするためにはより上流で、危険因子

ここに冠動脈形成術のみを行ったグループと、運動

が起きないようにすることが最も重要です。しかも薬

療法のみのグループとに分けて、無事故生存率を比較

や手術といった介入では、あるひとつの危険因子に効

した調査があります（図 3）
。狭心症では、発作を繰り
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返したり、心筋梗塞を起こし ■図3
たりといろいろな変化があり

安定冠動脈疾患患者に対する運動療法と
冠動脈形成術（PCI）
の無事故生存率の比較
％
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ますが、この調査によると、
運動療法だけ行ったグループ
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無
事
故
生
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のほうが、発症してからの無
事故生存率が高いというので
す。これは比較的最近の報告
ですが、なぜ冠動脈形成術の
みのグループの方で無事故生
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て、いくら動いても発作が起
きないという状態になり、患
者さんも、また主治医でさえ
も治療後の経過が良いことに
安心し、油断してしまうので
はないでしょうか。しかし、
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11 年後の無事故生存率は PCI 群と比べて運動トレーニング群で
明らかに高かった（P=0.023 by Log-Rank test）
Hambrecht R et al. Circulation 2004;109:1371
症状の安定している狭心症患者 101 人を、運動療法を取り入れた治療を行ったグループ 51 人と PCI のみ
のグループ 50 人に分け、12 カ月間の経過を追跡調査したもの。12 カ月後に、心臓死、心肺停止、冠動脈
バイパス術、PCI、不安定狭心症による入院などの心事故がなかったのは、運動グループで 45 人、PCI グ
ループで 35 人と、無事故率は、運動療法グループが極めて高い。

危険因子を誘発する原因とな
る生活習慣の改善がなければ、結局また冠動脈のどこ
かで動脈硬化が起き、狭心症や心筋梗塞になってしま
うのです。

のです。
運動、つまり骨格筋を収縮させるのに必要なエネル
ギーは、ATP（アデノシン三リン酸）という物質です。

ですから、緊急を要するものでない狭心症の場合、

この ATP が ADP（アデノシン二リン酸）に分解され

運動療法が非常に有効なのです。安定型は、経過を見

る過程で生じるエネルギーによって、筋肉が収縮する

ることができます。私が八王子医療センターに勤務し

のですが、ATP という物質は細胞内での貯蔵量が非

ていた 1980 年頃は、心筋梗塞で救急に搬送されてき

常に少なく、高強度の運動では数秒で使い切ってしま

た患者さんを 2 週間近く安静にするという措置が一般

うような量です。そのため、ATP は、いくつかの方

的でしたが、私は体を動かすことの重要性をその時か

法で常に再合成されています。重量挙げなど急激に強

ら説いていました。当時は循環器の専門医にもそうし

度の高くなる運動では、貯蔵している ATP を使用し

た認識が充分に浸透しておらず、私も先輩に怒られた

た後、クレアチンリン酸という物質を用いて ATP の

こともありましたが
（笑）
、現在では同じような対応を

再合成が行われますが、クレアチンリン酸もまた量が

する病院が多くなっています。

少なく、長く続きません。次にグリコーゲンが乳酸に

末端の機能が向上して心臓の負担を軽減

分解される過程で発生するエネルギーを用います。こ

狭心症や心筋梗塞など心臓の機能が低下して、中に

れは数分間、持続します。ですが、どれも長く続くエ
ネルギー供給ではありません。次いで有酸素系の合成

は歩行も難しいという患者さんが、なぜ運動によって

が行われます。これは文字通り、ブドウ糖や脂肪酸を、

健康を取り戻すのでしょうか。それは、運動によって

酸素を用いて燃焼し、そこで発生したエネルギーに

改善するのは心臓の機能だけでなく、末梢部分（血液

よって ATP を再合成するというものです。燃焼によっ

循環、骨格筋など）の機能の向上にも寄与するからな

て発生した二酸化炭素は呼吸を通して体外に排出され
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■図4 細胞と肺におけるガス交換及びガス輸送系の生理学的機構

ミトコンドリア
▪
QＣO₂
▪

QO₂

筋活動
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筋

心臓・血液

▪

血管が多いということも、
▪

酸素を多く取り込むため

換気量（VA+VD=VE）

の要因となります。ひと

肺

つの筋線維当たりの毛細

肺循環

末梢循環
CO₂産生
PCr→PO₄

酸素輸送

呼

気

酸素消費

CO₂輸送

吸

気

VCO₂

ピルビン酸→乳酸

拡張
生理学的応答

▪

▪

↑QＣO₂
▪

↑QO₂

液に接触している面積が
多いのですから、酸素を

VO₂

動員

取り込める量が多くなる
のです。

↑一回拍出量

↑VT

↑心拍数

↑f

（内呼吸）

血管の数が多い方が、血

動脈から酸素を引き抜
く能力、酸素を運ぶ能力、

（外呼吸）

酸素を処理する能力など、

Wasserman K. 1994

末梢の能力が高まってい

呼吸によって取り込まれた酸素は、心臓から血液によって末梢に運ばれる。その酸素は、骨格筋でブドウ糖か
ら ATP を生成する際の中間産物であるピルビン酸の分解、またピルビン酸が完全に分解されなかった時に生成
される乳酸の分解でも消費される。他方、クレアチンリン酸（PCr）が分解されて ADP から ATP を生成する際、
二酸化炭素が発生する。ミトコンドリアでは、酸素を用いて ATP を再合成し、発生した二酸化炭素は呼吸によ
って排出される。VO₂は酸素摂取量、VCO₂は、二酸化炭素排出量。

るのは、運動負荷試験、
骨格筋での酸素飽和度や
エネルギー代謝、末梢で
の血流の変化といった、

ます。この ATP の有酸素系合成は、
細胞内小器官で
「生
命のエネルギー工場」と呼ばれるミトコンドリアで行
われます。
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私たちが持っているデータでも実証されています。
もちろん、運動によって心臓そのものの機能も高ま
ります。最大酸素摂取量という値があり、1 回拍出量

ここでエネルギー代謝の過程で起きている体内の酸

×心拍数×動静脈酸素較差で表されますが、これはい

素の流れを見てみましょう（図 4）
。呼吸で肺に取り込

わゆる持久力がどれくらいあるかということの指標で

まれた酸素は細気管支と肺胞から血液中に移り、この

す。この値を大きくするには、酸素を効率的に使うと

血液は心臓から全身に送り出されます。それが骨格筋

ともに、取り入れる酸素の量自体を増やすことが必要

の毛細血管まで運ばれて、細胞内のミトコンドリアで

であり、それも運動によって可能になるのです。

の ATP 再合成に使われます。ミトコンドリアで発生

このように酸素を多く取り込み、効率良く利用する

した二酸化炭素は、これと逆の経路をたどって体外に

ことができ、つまり ATP を合成する力が向上するので、

排出されます。

結果的に心臓にかかる負担が減少するのです。動脈血

そこで、運動をするとどうなるのか。まず工場であ

内の酸素飽和度はほとんど一定ですから、心臓が同じ

るミトコンドリアが大きくなり、数も増えるというこ

だけ血液を送り出した場合に、動静脈酸素較差によっ

とが分かっています。さらに、末端の毛細血管も増え

て心臓への負担が異なるというのは、理にかなった帰

るのです。

結です。

こうしたエネルギー供給の過程において、各末梢部

私は病院で診療を行っていますが、
最近、HbA1c（ヘ

分での能力によって心臓の負担が変わってくるという

モグロビン A1c）の値が高い糖尿病の患者さんを診ま

のは、容易に想像できます。

した。

末端の細胞で送り込まれた酸素をどの程度取り込め

高血糖状態が長期間続くと、血管内の余分なブドウ

るのか、その能力を動静脈酸素較差と呼びますが、で

糖は体内の蛋白と結合しますが、HbA1c は、赤血球

は、この動静脈酸素較差はなぜ生じるのでしょうか。

内のヘモグロビンとブドウ糖が結合した、グリコヘモ

いくつかのファクターがあり、先のミトコンドリアの

グロビンのひとつで、糖尿病との関連が言われていま

機能が向上することもそのひとつですが、また、毛細

す。この HbA1c は、基準値が 6.2％以下ですが、最初

Special Features 1
スポーツと健康
の診療の際、この患者さんは 11.4% と、
かなり高い値を示していました。そこ
で、
「まずはこういう運動をし、こう
いう食事をしてください」と指示し、
これが奏効しなかったら、インシュリ
ンの注射に進もうと考えていました。
ところが、2 カ月後の次の診察の際、

HbA1c の値が 6.9% まで下がったので
す。こちらの指示をきちんと実行した
患者さんの意識が高いことが第一です
が、現実的に、運動をし、食事に留意
するだけで、これだけの実績が得られ
たのです。
運動の効果には、先述した点以外に
も、血管の内皮機能が高まることが挙
げられます。血管の内皮には血管の拡
張を促す物質が分泌されているのです
が、その量が変化したり、また血管の弾力性が高まっ

となっており、これからも運動の効果は明らかです。

て血液が流れる際の圧力を逃がすことができ、血圧が

さらに最近では、運動による爽快感がもたらす気分の

上がりにくくなるのです。このように、簡単な運動を

安定、不安や抑うつの払拭、高齢者にとっては認知症

続けることで、複数の危険因子が改善されたのには改

の発症をかなり遅らせることができるなど、メンタル

めて感心しました。

面の効果も重視されており、運動の効用を示す論文も

定期的な運動の効果は多岐にわたる

多く発表されています。
専門的な運動のプログラムもありますし、早歩きを

動脈硬化に起因する、心血管疾患などの疾病の罹患

これくらいするとこれくらいの運動量になるといった

率が下がり、それによる死亡率も下がる、脂質異常症

運動強度を示す METs（メッツ）といった単位も提供

や高血圧、特に乳がん、大腸がんなどは明らかですが、

され、また一日 30 分、一日 1 万歩といった目安はあ

がんの罹患率も下がっています。骨も丈夫になります

りますが、普段運動をしていない方、特に高齢者には、

し、持久力も上がって、動きやすくなります。また末

まずは、少し歩いてみましょうとお勧めしています。

梢の筋肉だけでなく、ガス交換を行う肺胞と細気管支

以前は、運動は 20 分以上連続して行わないと効果が

の部分でも先述したような毛細血管が発達し、機能が

ないと言われていましたが、そうでもないことがわ

向上します。横隔膜や肋間筋群などの呼吸筋も強くな

かっています。データからは、運動量は多く、ある程

ります。

度の強度がある運動によって死亡率が下がるなどとあ

図 1 で示されているパッフェンバーガー博士の研究

りますが、日本では、定期的な運動習慣がないという

対象となったハーバード大学男子卒業生のうち 1 万

人が少なくありませんから、まずは始めることです。

2516 人を、さらに 16 年間追跡した調査があります。
そこでは 2135 人が冠動脈疾患（心筋梗塞、狭心症、血

慣れてきたところで、距離、時間、強度を上げていけ

行再建術、
死亡）
を発症していました。調査の結果では、

ばよいのです。
さらに特筆すべきは、運動が健康を増進するだけで

週の運動量が 500kcal 以下のグループの発症度を 1 と

なく、病気の治療もできるということ、その点もしっ

すると、500 〜 999kcal が 0.9、1000 〜 1999kcal が 0.81

かりと認識してもらいたいと思います。
（図版提供：勝村俊仁）
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