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はじめに

運動が不足すると, 体力が低下し, 色々な健康上の問題（運動不足病: hypokinetic diseaseや生活習慣病;

lifestyle related diseaseなど）が起こってくることは良く知られている. また, 望ましい健康を維持するた

めには, 適度な運動が必要であることも周知の事実である.

しかし, 何が適度な運動であるかと云う点になると, 十分には理解されていない. 本資料は, 何故運

動が必要なのか？から考え, 健康のために必要な適度な運動の内容を決める「運動処方; Exercise 

prescription」について概説する.

1. ��������？

1) ヒトのからだは動くようにできている

ヒトが動くことの意味と意義を以下の 3点から考える.

① ヒトは動く生物であり, 動くことを宿命づけられた生物であること

② ヒトは何のために動くのか？

③ ヒトが動くとはどういうことか？

① 人間は動物界・脊椎動物門・哺乳綱・霊長目・ヒト科・ヒト属・ヒト（homo sapiens）と云う

動物である. つまり, 動く生き物・・・動くことを運命づけられた生物, 即ち動物である.

例えば, 言葉の話せない幼児は, 動き回り, 手を動かし, 物に触れて自分の周囲のことを学

んでいく. このように動くことによって始めて, *自分の存在を確立し, *他者に対して自己を表

現し, *外部の情報を集め, *外部に対して働きかけて, *文化を創造しながら, *生活している.

これが我々人間なのである.

② ヒトは何の為に動くのか？人間の動きは, その目的によって 2つに分類できる.

* 動物としての動き：これは, 個体の保存と種の保存と云う純粋生物学的な動きである.

個体の生命維持：食糧の獲得や摂取, 闘争, 逃避 etc.

種の保存：配偶者の獲得, 生殖行為

* 人間としての動き：進化の過程で獲得した文化によって創造した他の動物にはない動きであ

り,日常生活のあらゆる動作や労働作業などの生産活動, 遊びやスポーツのような楽しみの為

の動き,運動不足解消やストレス解消, 疾病予防などを目的とした健康を保持するための動き

などである.

③ ヒトが動くとはどういうことか？身体運動（physical exercise, physical working）とは何なの
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か？ 選挙運動や環境保護運動とは違う.

* 運動の物理学的な定義：時間とともに物体の空間的位置が変わることである.

* 運動の生理学的な定義：安静でない状態, つまり骨格筋が活動している状態のことである.

従って, 我々の日常生活における意思による行為は全て身体運動である. つまり, 人間の日

常生活は身体運動によってはじめて成立することになるので, 布団の上げ下ろしから, 食

事・排便に至まで全てが運動である.

* このように, 身体運動は生活の基本であり, 生活は身体運動そのものであり, 身体運動を伴

わない生活は成り立たない.

筋肉を収縮させて, 生活することが人間の生活なのである. 極端なことを云うと, 筋肉を収

縮させて行う運動を全て機械に置き換えると, ヒト本来の生活ではなくなる.即ち, ヒトのか

らだは, 動きを全部機械に置き換えて済むようにはできていない.

□人類は生まれながらにして動く生物であり, 動くことで, 自分を表現し, 生活を営み, 文化を

創造しながら生存している.

□ヒトが動物である以上, 動き回るのは当然である. しかし, 現代人は動き回ることを億劫だと

思っている.

では, ヒトが長期間動くことを止め, 運動をしないで過ごしたらどうなるのか？

2)「Genie, A Psycholinguistic Study of a Modern-Day “Wild Child”」  

        (Susan Curtiss, 1977, Academic Press)より

生まれたばかりの赤ちゃんを全く運動させないで長期間放置しておいたらどうなるのか？

不幸にも自分の子どもを 13年間もの間縛りつけ, 運動を奪って監禁した事例がアメリカで明ら

かになった.

監禁状態は十分に調査されてはいないが, この本から生後 20ヶ月の女の子を部屋に閉じ込めて

育てた例, 現代の野生児ジーニーの実例から, 運動を長期間しなかったらからだがどうなるのか

を引用する.

①ジーニーの出生から生後 1年 8ヶ月まで

異常な父親のもとで, 満期に帝王切開で誕生した. 血液型がRh不適合のため生後 1日目に全

血交換した. その後, 先天性股関節脱臼と急性肺炎の治療を受けた. 精神発達の遅滞が疑わ

れたが, １歳時の体重は 7 kg(日本人 1歳女子約 10 kg)でやや標準より軽い. 1年 8ヶ月まで

は,普通に養育され, 座ることはできたし, 少し遅れて歩くようにもなった.

②1年 8ヶ月から 13歳半までの監禁状態
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小さな寝室に, 幼児用椅子に着物をつけない裸の状態で縛りつけられたため, 動かせるのは

手足の指だけであった.夜は時々, 寝袋に入れられるが, 大半は縛られてベビーベットに入

れられた. 父親が家族に大声を出すことを禁ずるため, 人の話す声が聞けず, 聞こえるのは

便所の音, 飛行機の音などであり, 声を出させなかった. 目に映るものは, 監禁された部屋

のベビーベット, 椅子, 窓だけであった. 1日 3回の主な食事はベビー食品で, 時々ゆで卵が

あったが, 父親は噛むことを許さず口の奥に押し込んだ. この状態が 13 歳半まで続いた.

③ 1970年 11月 13歳の時に保護された時の状態

体重 26.6 kg, 身長 127 cmで, 13歳日本人女子の平均値 47.2 kg, 154.8 cmと比べても非常に劣

り,極度の栄養不足で直ちに入院した.立つことも, 腕も脚も伸ばすことができず, うまく歩

けない状態であった.噛み方を全く知らず, 大小便, よだれ, 唾液はたれ流しの状態であっ

た.裸で暮らしていたため, 暑さ寒さに全く反応せず, 3mまでしか見えない近視であった.

＊筋肉は使わないと退縮し,立つこと, 歩くこと,まして走ることなど出来なくなるかのような

実例である.

 2. ������

我々は動物であり, 何十万年もの間, 「動いては疲れ」「疲れては休み」「休んではまた動く」と云

う生活を繰り返して来た.動物が生存できる原則は弱肉強食であり, 体力的に劣ったり, 病気になっ

て動きが鈍くなると淘汰されて来た. つまり, 健康で動くことに適応した者のみが生存できた. こ

のように長期間, 活動し, 食べ, 休息すると云うサイクルを繰り返しながら進化してきた結果,

我々のからだはこの 3つの基本的な行為に適応したものになった.もし, このように適応している

我々のからだが動くことを止めたとしたら, どうなるのであろうか？

1) 動かないとどうなるのか？

ベッドレスト(bed rest)の実験結果

この実験は, 下半身をギプスで固めて動けないようにして, ベッドの上に数週間(6~7 週間)寝

かせておき, からだに起こる変化を検査するものである.

＊ ベッド・レスト期間中のからだの変化

ベッド・レスト期間中, 被験者の尿中に窒素,硫黄,カリウムが多量に排泄された.これら

の物質は,蛋白質を構成する物質であり,これらの物質が多量に排泄されたことは,蛋白質の

崩壊,特に筋蛋白質の崩壊を意味しており,このことは筋量の低下を意味する.

また, 同時に尿中への燐, カルシウムの排泄量も増加した.これらの物質は骨の抗生物質で

あり, これらの物質の排泄量の増加は,骨成分の消失を意味する.

ベッドレスト期間中と中止後の運動による心臓の容積を比較すると,心容積(心臓の大きさ)

はベッドレストで急激に小さくなり,中止後に運動することによって心臓の大きさは回復し,
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更に運動を続けると,心臓は更に大きく肥大した.

運動不足の影響は＜資料1＞のようにまとめられ, その影響は＜資料2＞のようにまとめられ

る.

このように,全くからだを動かさない数週間で, 骨はボロボロ,筋肉は小さく萎縮し, 心臓の

大きさまで小さくなることがわかる. そして, からだを動かすことによって, 健康なからだに

回復することもわかる.

2) リスクファクター(risk factor; 危険因子)としての運動不足

1953年英国のMorrisらは,ロンドンの 2階建てバスの運転手と車掌の心筋梗塞発生率を比較し

て, 運動量の多い車掌に発生率が低く, 運動量の少ない運転手では1.4倍高かったことを報告し,

運動不足が心筋梗塞発生率や死亡率に重大な関わりをもっていることを示唆した.

第 1 章 運動処方とは(Exercise prescription)？  

ある目的をもって運動しようとするとき, その目的を達成するのに最も適した運動の内容を決めこ 

  とを「運動処方；Exercise prescription」と云う. 医師が病気を治療するために最も適した薬の量や配合を 

  決める薬の処方と似ている.  

    健康のためには適度な運動が必要である. この適度な運動の内容を決めることが健康のための運動処 

  方である. 競技スポーツの場合は, パフォーマンスを高めることが目的であるから, その目的達成のた 

  めの効果的なトレーニング内容を決めるのが, 競技スポーツの運動処方である. 

    運動処方は 2つに分けて考えるべきである.  

    ①特別な病気のない, 所謂健常者が運動不足の解消のために楽しく運動する場合の運動処方.  

    ②何か病気や異常のある人がその病気や異常の治療を目的として運動する場合の運動処方. 

    ここでは, 健常者のための運動処方としての運動の備えるべき条件について述べる.  

   1. 運動処方の内容  

        運動処方の内容は, ❶ 運動種目 ❷ 運動強度 ❸ 運動時間 ❹ 運動頻度であり, これらの組み 

      合わせをその人の目的に最も適したように決めることである. また, 初心者が運動に慣れるため 

      に, 運動強度を徐々に高め, 運動時間を長くしていくための❺コンディショニングも, 運動処方に 

      含めて考えられる.  

   2. 運動処方の基本条件  

        健康のための運動には, 3つの条件が必要である.  

      ①安全であること(安全性) ②効果的であること(有効性) ③楽しい運動であること(継続性) 

      ❶安全性：健康のための運動は, 「健康を維持・増進すること」に目的があるため, 結果的に健康 

        が損なわれるようでは意味がない. これ以上の運動には危険が伴うと考えられる運動強度を「安 

        全限界」と呼ぶ.  
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      ❷有効性：運動しても健康の維持・増進に効果のない, 或いは効果の少ない運動では, いくら安全 

        で, 楽しくても健康づくりには役立たないため, 効果が得られる運動でなければならない. これ                   

    以下の運動では効果が十分でないと云う限界を「有効限界」と呼ぶ.  

    この 2つの条件, つまり, 安全性と有効性が運動処方の基本条件である. しかし, この安全限界 

  も有効限界も運動する個人の年齢, 健康状態, 体力, 運動経験などによって異なる＜資料 3＞.  

    安全限界も有効限界も身体的条件が劣る人ほど低く, 優れている人ほどそれらの限界は高くな 

  る. この 2本の線に挟まれた部分が安全で有効な領域で, 所謂処方すべき運動（適度な運動）とな 

  る. しかし, 身体的条件が劣る人(Aより左)は, 安全限界が有効限界より低い. つまり, このよう 

  な身体的条件の人は, 有効な運動であっても危険性があり, 運動は“禁忌”である.  

3. 運動実践の原則  

     運動実践によって目的とする効果を得るには, 正しい手順と方法(後述) で運動することが重要 

   である. それらの正しい手順や方法は, 以下の原則に則っていなければならない.  

   ①「負荷の原則」：体力などの身体機能を発達させるためには, 日常的な機能水準以上にその機能 

     を発揮させる必要がある. この負荷が一定期間以上続けられて, その機能は発達する.  

   ②「漸進性の原則」：最初から強い運動をするとからだが破綻するため, 最初は軽い運動から始め 

     る. しかし, 軽い運動を継続しても機能の発達は停滞する. 従って, 更に機能を発達させるに 

     は, 少しずつ運動強度を高めていく必要がある.  

   ③「反復性の原則」：一次的・集中的な運動では十分な効果は期待できない. 運動は, 定期的に反 

     復して行ってはじめて有効となる.  

   ④「個別性の原則」：運動する個人の年齢, 健康状態, 体力, 運動経験などを考慮すると, 必然的に 

     運動処方は個別的に行われるべきである. 適切でない運動は, 安全上の問題も起こる. また, レ 

     ジスタンス・トレーニングでは, 目的とする筋部位に負荷を与えないと効果は出現しない. これ 

     も「個別性の原理」と考えて良い.  

 

第 2章 運動処方の手順

先ず, 運動処方を作成し, 実施していくための一般的な手順の流れを記述する＜資料-4＞.

1. メディカルチェック(medical check) 

        メディカルチェックは, からだの異常や疾病の有無を検査し, 運動負荷試験を受けても良いか,  

       運動することが危険であったり, マイナスであったりしないかを医学的に判断する＜資料-5＞. 

         メディカルチェック(基本的診療情報)は, 一般的には①問診による身体歴と②安静時の臨床検 

       査から成る. メディカルチェックの項目に一定の決まりが有るわけではない. 対象者や目的によ 

       って項目は異なるが, 循環器系の検査は重要である. 心電図・血圧・血液・尿などの検査は最低限 

       必要である＜資料-6＞.  
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2. 運動負荷試験( テスト)

        運動負荷試験は, 実際に運動することによって循環器系や筋に負荷を加えて, その人の有酸素性 

      能力(最大酸素摂取量)や運動能力を評価すると共に, 運動によって循環器系に異常が発生しないか 

      テストする医学的検査でもあり, 運動の効果判定にも利用できる. 運動負荷試験は, トレッドミル 

      か自転車エルゴメータを用いて運動させる.  

       ①最大負荷法と最大下負荷法 

         最大負荷法：その人が運動に耐えられなくなる( all out )限界まで運動強度を強めていく検査法で 

         あり, 負荷は大きいが, 最大酸素摂取量が直接測定できる.  

         最大下負荷法：最大強度以下で余裕を残して運動を終わらせる検査法で, 負担は軽いが, 最大酸 

         素摂取量を間接的に推定するので精度は十分ではない.  

       ②負荷のかけ方＜資料-7＞.    

         A. 固定負荷法：一定強度の最大下運動を一定時間継続する.  

         B. 漸増的多段階負荷法(負荷漸増法)：一定時間(1~4分)ごとに運動強度を一定の割合で強くして 

            いく.  

         C. ランプ負荷法：運動強度を連続的に強くして行く.  

         D. 複合負荷法：最大下運動と多段階漸増負荷法を組み合わせた方法.  

            日本医師会では, 1段階 2 ~ 3分の 3 ~ 4段階負荷を標準として, 年齢・性・運動経験・体重な 

            どで選択できる負荷のかけ方のマニュアルを作成している＜資料-8＞. 

       ③運動負荷試験の中止基準 

         運動負荷試験中は, ボルグ・スケール(主観的運動強度：rating of perceived exertion: RPE), 血圧,  

         心電図などを監視し, 運動負荷試験の中止は, 自覚症状・目標心拍数・血圧変化・心全図変化 

         ＜資料-9＞のいずれかによる.  

  3. 体力テスト 

        運動負荷試験で測定できる体力は, 全身持久力或は有酸素性能力（最大酸素摂取量）である.  

      最大酸素摂取量とは, 1分間に摂取できる酸素の最大値であり, 有酸素性能力を表す. つまり, 有 

      酸素性エネルギーを単位時間内にどれだけ出せるかの指標であり, 主として心臓の機能(心拍出量 

      の大きさ)と骨格筋の性質(筋の酸素利用能；酸化能力)によって決定される.  

        最大酸素摂取量の大きい人は全身持久力が強く, 激しい運動に長時間耐えられる能力, 所謂ス 

      タミナに優れていることになる.  

        その他の体力要素は, 一般に 

       ① 筋力(握力・脚筋力・背筋力・肩腕力など)  

       ② 筋持久力 

       ③ 全身持久力 
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       ④ 瞬発力(筋パワー) 

       ⑤ 柔軟性 

       ⑥ 敏捷性 

       ⑦ 平衡性(バランス) 

       ⑧ 巧緻性(巧みさ) 等を測定する.  

       これらのテスト結果から, その人の体力プロフィールの特徴が見いだされ, 弱い体力要素が見つ 

     かれば, それを強化する運動処方に反映させ, 体力テストを繰り返すことで, 体力に対する運動効果 

     も明らかになる.  

    4. 運動処方の作成 

        これまでの手続きによって, その人の①健康状態, ②体力プロフィール, ③ 運動能力の限界な 

      どが明らかになる. これらの検査結果から, その人に適した運動強度の範囲がわかり, 1回の運動 

      時間や 1週間の運動頻度などについて処方することができる.  

    5. アフターケアと再検査  

        一定期間ごとに運動の実践状況を把握し, 疲労の有無などを判断して, 必要があれば処方内容 

      の修正を行う. また, 年に 2回程度検査を反復し, その間の運動効果を把握し, 実施した運動が妥 

      当なものであったかどうかを判断する. また, 内容に修正も加える.  

 

                     第 3章 運動処方として適当で適度な運動                                           

    1. 運動のためのエネルギー 

        身体活動(運動) は, 骨格筋の収縮によって行われる. 運動に必要なエネルギー, つまり骨格 

      筋の収縮エネルギーは, 食物として取り入れ貯蔵されている糖質や脂質, 蛋白質と云ったエネ 

      ルギー源を解糖や酸化で機械的なエネルギーに変えたものである. しかし, これらのエネルギ 

      ーを一気に燃やすと, 殆どが熱エネルギーとして放出されてしまう.  

        従って, ヒトのからだはそのエネルギーをアデノシン 3燐酸(adenosine triphosphate: ATP)と云 

      う高エネルギー化合物に変えて蓄え利用する. 

        この ATPは, 大きなアデノシン分子と比較的簡単な 3つのリン酸基からできた高エネルギー 

      化合物である＜資料-10＞. 特に, リン酸基 3つのうち, 後ろの 2個は高エネルギー結合してい 

      る. この末端のリン酸結合が壊されてアデノシン 2リン酸(adenosine diohosphate: ADP)と無機燐 

      酸(Pi)に分解されるとき高エネルギーを放出し, 骨格筋は収縮する＜資料-11＞.  

ATP+H2O!6CO2+6H2O – 7.3 kcal/mole 

        しかし, 骨格筋の貯蔵されている ATPは, 骨格筋の僅か 0.5秒の収縮で枯渇する. 従って, 運 

      動を続けるためには ATPを持続的に合成する必要がある. ATPを合成する材料は ADPと Piで 

      ある.  
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ADP+Pi→ATP 

        しかし, ATPをつくるこの反応にはエネルギーが必要である. そのためのエネルギーは 3つの 

      方法で供給される(エネルギー供給系).  

        エネルギー供給系＜資料-12＞ 

          ①ATP-PC系(非乳酸系) 

          ②乳酸系（無気的解糖系） 

          ③有酸素系(有気系) 

    2. エネルギーの供給系 

     1) ATP-PC系(非乳酸系)＜資料-13＞ 

         最も素早くエネルギーを供給するのはクレアチン燐酸(phosphocreatine: PC)の分解エネルギ 

       ーを利用するこの方法である.  

PC→P+C+エネルギー 

         PCは高エネルギー燐酸の貯蔵庫で, 筋中には ATPの約 5倍存在する. しかも, PCの無気的 

       分解(無気的代謝)によって生じるエネルギーは, ATPのエネルギーより大きいため, 容易にエ 

       ネルギーが供給できる(1 moleの PC→1 moleの ATP).  

       このエネルギー産生は速度が速く, パワーも大きいが, 数秒間 10秒)で終わる運動のエネル 

       ギーしかまかなえない.  

     2) 乳酸系(無気的解糖系)＜資料-14＞  

         筋の PC貯蔵量は少ないため, さらに運動を続けるためには解糖や酸化によるエネルギーの供 

       給が必要である. この系は, グルコースをピルビン酸に変えて ATPをつくり出す反応である 

       ＜資料-15＞.  

         グリコーゲンやグルコースをエネルギー源とする解糖は無酸素的にエネルギーを生み出す 

       (1 moleの. グルコース→2 moleの ATP).  

         PCに続いて早急なエネルギーを必要とする場合や運動を始めた初期の酸素不足でのエネル 

       ギー供給にはこのエネルギーが必要である. もし, 軽い運動で必要な酸素が十分供給される 

       場合は, ピルビン酸はトリカルボン酸回路(tricarboxylic-acid; TCA cycle)に入って CO2と H2O 

       に完全酸化されるが, 運動が激しくて十分に供給されない場合は, ピルビン酸は乳酸に還元 

       される. この乳酸は強い酸性物質であるため, 乳酸の高濃度の蓄積は体液を酸性化させ 

       (acidosis), 筋肉は硬直し, 運動の継続は不可能になる. 糖の無酸素的な条件下での分解では, 1 

       分子のグリコーゲンからは 2分子の ATPしかつくれない.  

         この乳酸系も, ATPをつくるエネルギーを素早く供給する点で重要であり, 2~3分間に最大努 

       力で行われる運動では, この系に大きく依存する.  

     3) 有酸素系(有気系)＜資料-16＞. 
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         更に, 運動を長時間続けるためには, 酸化によるエネルギーの供給が必要である. 運動に必 

        要な酸素が十分に取り入れられる場合, 糖質, 脂質, 蛋白質はいずれも完全に酸化され, エネ 

        ルギーをつくりだす. 例えば, 有酸素的条件下では, 糖の分解から 38 moleもの ATPが合成さ 

        れる(1 mole→38 moleの ATP).  

グルコース+38Pi+38ADP+6O2→6CO2+44H2O+38ATP 

          グルコース 1 moleの酸化によって 686 kcalのエネルギーが放出される. 従って, グルコースが 

        細胞内で酸化されると, [(7,300×38)÷686,000]×100 = 40.4%の効率で ATPが獲得できる. つ 

        まり, この系は長時間の持久的な運動中の ATP合成に適している.  

          ●エネルギー供給系の特徴は＜資料-17＞のようにまとめられる.  

          

                        第 4章 有酸素性運動と無酸素性運動       

    運動に必要なエネルギーは, 酸素を必要としない代謝(無酸素過程；ATP-PC系, 乳酸系)と酸素を必要 

  とする代謝(有酸素過程;有酸素系)によって供給されるが, これらの過程は独立したものではなく, 連続 

  したものである＜資料-18＞. 比較的軽い運動に必要なエネルギーは, 有酸素過程でまかなわれるが, 運 

  動の強さがある程度以上になると無酸素過程に依存してくる. 

    無酸素過程に依存する割合が高くなると, 血中に乳酸が蓄積し始める. 急激に乳酸が蓄積し始めると 

  ころを LT（Lactate Threshold：LT）と呼ぶ＜資料-19＞. 

    LTが現れる運動の強さは, 血中の乳酸濃度が継続的に上昇することなく行うことができる最高の運 

  動強度を指す. 普通の成人の場合, LTはその人の最大能力(最大酸素摂取量, V
．

O2max)の 45~60%位の運 

  動強度で現れる.  

    ①運動に必要なエネルギーが主として有酸素過程でまかなわれ, 乳酸の急激な蓄積がみられない運 

      動,つまり, LT強度以下の運動を有酸素性運動(aerobic exercise)と云う.  

      従って, 有酸素性運動とは, その運動に必要な酸素が十分にからだの中に取り入れられるような軽 

      い運動で, 比較的長時間続けられるような運動である.  

    ②逆に, LT強度以上の運動は, その運動に必要な酸素が有酸素性過程だけではまかないきれずに, 無 

      酸素過程が加わってくるので乳酸が高濃度に蓄積する. このような運動は, 無酸素性運動(anaerobic  

      exercise)と云う.  

    1. 有酸素性運動の特徴と効果 

     1) 有酸素性運動の特徴 

      ①心臓・血管に無理のない刺激を与える. 

      ②心臓の予備力を高める. 

      ③持久力を増す.  

      ④乳酸が蓄積しない. 
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      ⑤長時間続けられる. 

      ⑥消費カロリーを多くすることができる.  

      ⑦安全性が高い. 

      ⑧脂肪の消費が多い.  

      ⑨運動不足病の予防や治療に有効 

        などであるため, 健康の維持・増進にとって有効である.  

     2) 有酸素性運動の効果 

         有酸素性運動を長期間継続実施すると, 筋・骨格系, 呼吸・循環系(肺・心臓・血管) 或いは 

       糖・脂質代謝(糖尿病・動脈硬化)などに良い影響を与えると云う共通認識がある.  

       ①呼吸・循環系に対する効果 

           有酸素性運動の第 1の効果は, 心臓や血管に無理のない刺激, つまり適度な刺激を与えるこ 

         とである. 従って, 有酸素性運動は, 心臓の容積を大きくし, 心筋線維を太くする.  

           運動を始めると, 心拍数は増加し, 血圧も上昇する. 運動中の心拍数と収縮期血圧の積をダ 

         ブルプロダクト(double Product :DP)と云い, これは心臓の酸素消費量, つまり心臓の負担度を 

         表す指標である.  

ダブルプロダクト= 心拍数×収縮期血圧 

           有酸素性運動の場合, 心拍数は増加するが, 血圧の上昇は比較的小さい. 血管は, 拡張し, 血 

         流抵抗が小さくなるので, 心臓はそれほど圧を上げなくても血液を押し出すことができる. 従 

         って, DPは, せいぜい安静時の 3~4倍である.  

           リズミカルな容量負荷がかかる有酸素性運動では, 心筋の肥大と同時に心容積も肥大し, 心 

         筋の毛細血管網を発達させる＜資料-20＞.  

           また, 心臓に栄養分を供給する冠状動脈を太くし, バイパス(側副血行路)をつくることもで 

         きる. 従って, 心臓の収縮力が強まり, 心臓から 1回に拍出される(1回拍出量)が増えるため,  

         心拍数が低下する. また, 有酸素性運動で使用した骨格筋の毛細血管が発達し, 毛細血管と筋 

         線維とのガス交換が効率よく行われるようになる. つまり, 少ない心拍数で多量の酸素を筋へ 

         輸送することができ, 筋中に蓄積した二酸化炭素などの疲労物質を取り除くことがスムーズに 

         行われるので, 運動を楽にこなす体力が向上する. また, 心筋の血流量が増加し, 心筋への酸 

         素や栄養分の供給がスムーズに行われるため, 心筋の酸素不足を防ぐことができ, 心筋梗塞や 

         狭心症の予防効果がある.  

           逆に, 重いバーベルの挙上のような無酸素性運動の場合, 筋が緊張して筋の組織圧が高まり,  

         その圧によって筋中の毛細血管は押しつぶされる. 従って, 力を加えている間は筋の血流が途 

         絶えるにも関わらず, 心臓は血液を押しだそうとするから, 収縮期血圧も拡張期血圧も極端に 

         高くなる. このような場合, DPも著しく増大して, 安静時の 7~8倍を越え, 心臓の負担は異常 
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         に高まる. 

           無酸素性運動のような圧負荷のかかる運動では, 心筋は肥大するものの心容積の肥大は小さ 

         い. 圧負荷は, 心臓にとって強すぎる刺激であるし, またそのようなとき冠状動脈の血流も阻 

         害されるので, 心筋に対する酸素不足やエネルギー不足になる可能性がある. 

       ② 糖・脂質代謝に対する効果 

            糖代謝異常である糖尿病は, 血糖値を調節するインスリン(insulin)が十分に機能せず, 慢性 

          的な高血糖状態が続く糖代謝異常である.  

            有酸素性運動を継続的に実施すると, 筋のインスリン感受性が高まり, 糖の利用能力が促 

          進されて血糖値が正常に維持される.  

            脂質代謝異常である高脂血症は, 血中のコレステロール(cholesterol)や中性脂肪(triglyceride) 

          の濃度が異常に高い状態で, 動脈硬化の原因になる.  

            血中のコレステロールや中性脂肪は疎水性であるため, 血中の蛋白質と結合してリポ蛋白 

           (lipoprotein)として運搬される.  

            リポ蛋白は, 脂質の含有量による比重で以下のように分類される.  

  a. カイロミクロン(chylomicron: 99%が中性脂肪；d<0.94 g/cm3) 

            b. 超低比重リポ蛋白(very low density lipoprotein: VLDL; d<1.006 g/cm3) 

            c. 低比重リポ蛋白(low density lipoprotein: LDL; 1.019<d<1.063 g/cm3) 

            d. 高比重リポ蛋白(high density lipoprotein: HDL; 1.063<d<1.21 g/cm3) 

            LDLは主に肝臓でつくられたコレステロールを運搬するが, 過剰になると酸化されて血管 

          内膜などに沈着して動脈硬化を引き起こし, 虚血性心疾患や脳血管疾患の誘因となる.  

            HDLは血管に沈着した LDLを取り除き肝臓に運びさるため, 動脈硬化を予防する効果をも 

          つ. 有酸素性運動は, 主に脂肪の分解エネルギーで行われる. この脂肪分解に働くのがリポ蛋 

          白リパーゼ(Lipoprotein lipase: LPL)と云う酵素で, 有酸素性運動は, この酵素の働きを強めてリ 

          ポ蛋白の代謝を亢進し, HDLを増加させる.  

       ③ 肥満の予防・治療に対する効果 

            肥満の予防と治療を目的に運動する場合, 体脂肪をより多く消費するような運動が望まし 

          い. 運動時のエネルギー源(グリコーゲン)は, 運動強度によって, その寄与率が異なる＜資料 

           -21＞.  

            a. 血中脂肪酸は, 低い運動強度の主要なエネルギー源であり, 血中脂肪酸の利用は運動の強 

            度が高まると低下する. 低い強度の長時間運動では, 血中脂肪酸がエネルギー基質の大部 

            分を占める.  

            b. 筋中脂肪酸は, 中程度の強度で最も多く利用され, 低い強度や高い強度ではその利用率が 

            低い.  
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            c. 中程度の長時間運動( Aerobic exercise)では, 運動開始の初期には筋グリコーゲンが主なエ 

            ネルギー源となり, 後半になるにつれて血中脂肪酸が多く使われるようになる. つまり, 中 

            程度の強度で行われる有酸素性運動は, 多くの脂肪が酸化されるので, 体脂肪量の低下を促 

            進することになる＜資料-22＞. その理由は 3つある.  

            ＊無酸素エネルギーを出す課程は, 脂肪より糖の方が利用されやすいため, 無酸素性運動や 

            比較的短時間の有酸素性運動では, 主として糖がエネルギー源として使われ, 脂肪はあまり 

            使われない.  

            ＊乳酸が多量に蓄積すると, それが脂肪の分解を妨害するので, 乳酸が蓄積するような激し 

            い運動では脂肪はあまり使われない.  

            ＊有酸素性運動は長時間続けられるため, エネルギー消費量の絶対値を大きくすることがで 

            きる. 全消費量の中で脂肪の占める割合が一定であるとすれば, 全消費量が多ければ脂肪の 

            消費もそれだけ大きいことになる.  

    2. 無酸素性運動の効果 

        無酸素性運動の効果の 1つは, 無酸素性能力(無酸素性エネルギーを出す能力, つまり, 短時間内 

      に爆発的に多量のエネルギーが出せる能力)を高めることである. また, 無酸素性能力が高い人は,  

      乳酸耐性が高く, 全力疾走等のように乳酸が高まるような条件に耐えることができる. 一方, 筋力 

      トレーニングを目的とする運動の多くは, 無酸素性運動である.  

        このように無酸素性運動にも効果が無い訳ではない. 特に, 緊急事態を生き抜く能力を高める効 

      果は大きい. しかし, 無酸素性運動だけでは健康を維持増進する上で十分ではなく, その上, 全力 

      を出す無酸素性運動には安全上の問題がある.  

 

                          第 5章 有酸素性運動の条件

    有酸素性運動は, 健康にとって良い効果をもたすと云う共通認識がある. しかし, 運動はからだに対 

  する刺激であるため, その刺激が適度であれば効果は期待できるが, 弱すぎれば十分な効果は期待でき 

  ず, 逆に強すぎると健康を害する場合がある. 効果が大きく, 安全に運動を行うには, 一定の条件が必 

  要である.  

    その条件は, ①運動の強さ, ②1回に続ける運動の持続時間, ③定期的に繰り返す運動の回数, 

   ④有酸素性運動の種類などである.  

    1. 運動強度の条件 

         運動時には, その運動に必要な酸素を取り込み, からだの各所に輸送するため, 酸素摂取量, 心 

       拍数, 毎分心拍出量, 1回拍出量などが増加する＜資料-23＞. 運動強度が高まると, それに比例し 

       て酸素摂取量と心拍数も高まる＜資料-24＞. 

         従って, 酸素摂取量(Oxygen intake: V
．

o2)も心拍数(Heart Rate: HR)も運動強度の指標となりうる.  
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       但し, HRは低強度(100拍/分)では比例関係が成立しない.  

  

 

 1) 運動強度の指標 

   ① 酸素摂取量を強度の指標とする 

      酸素摂取量とは, その運動に必要なエネルギーを生み出すのに使われる酸素量である. 

      定常状態の場合, 酸素 1ℓが摂取されると 4.86 kcaℓのエネルギーが運動に使われたことになる.  

    従って, 1分間の酸素摂取量を測定すれば, 1分間のエネルギー消費量が求められる.  

      例えば, 毎分 2ℓの酸素を消費する運動とは, 毎分 9.72 kcalのエネルギーを消費する運動であ 

    る. しかし, 酸素消費量は体重に比例するため, 体重の重い人の方が多くなる. 従って, 酸素摂 

    取量を体重で割り, 体重 1kg当たりの酸素摂取量(相対値, mℓ/kg/min)に換算する. 

      もうこれ以上強い運動は行えないと云う限界状態になると酸素摂取量はそれ以上増加しな 

    い. この時の酸素摂取量を最大酸素摂取量(maximum oxygen intake: V
．

o2 max) と云い, その人が 

    運動中に取り入れることができる酸素量の 1分間の最大値を意味する.  

      動強度を最も正確に表す方法は, その人の最大酸素摂取量を測定して, 運動中の酸素摂取量の 

    何%に相当しているかを計算することである(相対強度：%V
．

o2 max). 

      Ex-1. V
．
o2 max が 40 mℓ/kg/min の人がジョギングした時の V

．
o2 mℓ/kg/min が 24 mℓ

であったとすると, そのジョギングはこの人の V
．
o2 max の 60%に相当する強さ

と云うことになる.  

      しかし, V
．

o2 maxやV
．

o2を測定することは容易ではない. そこで, 心拍数から運動強度を知るこ 

    とができる.  

   ② 心拍数を強度の指標とする 

      心拍数(Heart Rate: HR)とは, 1分間の心臓の拍動数のことであり, 実際には心電図 

     (Electrocardiogram: ECG; 心臓の収縮と弛緩で生じる電気信号を波形にした図)のR波の 1分間の 

     数である. 

       運動すると多くの酸素を必要とするので, からだは多くの血液の供給を要求する. 心臓 

     は, 心拍数を高め, 酸素を含んだ大量の血液を全身に運搬する. その時, 心拍数は運動強度に 

     ほぼ比例して増加する. しかし, 心拍数と運動強度との関係には個人差があり, 体力の高い人 

     では増加の勾配が緩やかで, 体力の低い人では急勾配である＜資料-25＞. 

       HRも V
．

o2と同様にいくら運動してもこれ以上 HRが増えないと云う点がある. この点を, 最 

     大心拍数(HR max)と云い, V
．

o2 maxの時の HRである. そこで, 心拍数と運動強度との関係にお 

     ける個人差を除去するため, 安静時心拍数=a, 最大心拍数=b, 最大運動強度=100とすると, 運 

     動強度(x)と心拍数(y)の関係は,   
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y = [( b - a) /100 ] x + a ＊ ＜資料-26＞. 

     となり, 運動強度(V
．

o2 max)に対応する心拍数を容易に求めることができる.  

       HR maxは年齢と共に低下するので, （220－年齢）でおおよそ推定することができる.  

      Ex-2. 25 歳の人で, 安静時心拍数が 65, 最大心拍数が 220-25=195 であったとすると,

50% V
．
o2 max の時の心拍数は 130 拍/分となる.

Y=((195 – 65)/100))×50+65 = 1.3×50+65=1.3×50+65=130拍 

       次に, 上の式＊を xについて解くと,   

x = (y-a)×100 / (b-a)   となる. 

x=(130-65)×(100/(195-65))=65×(100/130)=65×0.769230769=50 

       つまり, この 25歳の人が心拍数=130の運動をすると, 50% V
．

o2 maxの運動強度に相当する.  

       また, 運動強度は, 年齢ごとの予測最大心拍予備能(最大心拍数－安静時心拍数)の何%かと云 

     う表現(% HR reserve)もできる. 即ち, 

[ (220 –年齢) － 安静時心拍数]×運動強度(k) + 安静時心拍数 で求める. 

        Ex.-3. 25 歳の人で, 安静時心拍数が 65 の人が, 50% HR reserve で運動する時の心拍数は,

[(220 – 25) – 65]×0.5(50% HR reserve) + 65 =130となる. 

       この場合, %HR reserveと%V
．

o2maxは等価である.  

   ③RMR (Relative Metabolic Rate)を強度の指標とする 

       RMRは, 「エネルギー代謝率」とも云われる. この方法は, 運動開始の安静時からどのくら 

     いエネルギー消費が上がったかによって運動強度を表す方法である.  

       運動時の消費エネルギーは, 「基礎代謝」＋「安静時における基礎代謝からの増加エネルギ 

     ー量」＋「その運動による増加エネルギー量」と考えられる. 「その運動による増加エネルギ 

     ー量」を基礎代謝を 1として算出した割合が RMRである.  

RMR = (運動時酸素消費量/分 – 安静時酸素消費量/分)÷基礎代謝量 

     で求められる.  

       基礎代謝量とは, 空腹時に寒くもなく, 暑くもない環境で静かに横になっている時の酸素消 

     費量のことであり, 安静時酸素消費量の約 0.83倍である. 従って, 上の式は,  

RMR = (運動時酸素消費量/分 – 安静時酸素消費量/分)÷(0.83×安静時酸素消費量) 

     と書き換えることができる.  

        Ex-4. 安静時の酸素摂取量を 0.25ℓ/min, 歩行運動の酸素消費量を 1.0ℓ/minとすると, こ

の歩行運動の RMR は,

RMR = (運動時酸素消費量 – 安静時酸素消費量) / (0.83×安静時酸素消費量) 

     で求められるので,  

RMR = (1.0 – 0.25)÷(0.83×0.25) ≒ 3.614 



 19 

     となる.  

       また, RMRから消費カロリーを求めるには,  

消費カロリー(kcaℓ) = RMR×運動時間(分)×体重(kg)×補正係数＜資料-27＞ 

     を用いる. 

        Ex-5. 20歳代の男性で体重 60kgの人が RMR 3.6の歩行運動を 10分間行った時の消費  

            カロリーは ,   

消費カロリー(kcaℓ) = 3.6×10×60×0.0161≒34.8 kcaℓ 

     となる. 

       あらゆるスポーツや日常生活における身体活動や職業活動の RMRが実測されている 

     ＜資料-28＞.  

   ④ MET(Metabolic equivalent)を強度の指標とする 

METS = 運動時の酸素消費量÷安静時の酸素消費量 

     で表され, 運動時の全消費エネルギーが安静時の何倍にあたるかを示す.  

       RMRは, 運動によって余分に消費されるエネルギーの大きさを表すが, METSには安静時の 

     消費エネルギーも含まれる. 従って, 安静という場合, RMRでは「0」であるが, METsでは 1に 

     なる. 即ち, 安静時の酸素消費量を 3.5 mℓ/kg/minとし, 運動時の酸素消費量を除して求められ 

     ている. 1 METは, 1 kcaℓ/kg/時であり, METs値に体重をかけ運動時間で割れば 1分間当たりのエ 

     ネルギー消費(kcaℓ/min)を求めることができる.  

1分間のエネルギー消費量 = (体重×METs) / 運動時間 

       最大酸素摂取量の水準にあるような運動強度は 10から 12 METsとなり, 健康増進のために望 

     ましい運動強度は 5 ~ 7 METs程度であるとされている. また, 多くの活動や運動での METs値 

     が求められている. METsを用いた運動中の消費エネルギーの推定法(アメリカスポーツ医学協 

     会：ACSM) 

       ＊歩行運動の場合 

           水平な場所での歩行速度と酸素消費量との関係が成立しており, 速度 1 m/min当りで約 

         0.1 mℓ/kg/minに相当する.  

           傾斜のある場所での歩行運動では, 垂直方向への移動速度 1 m/minにつき 1.8 mℓ/kg/min 

         の酸素が必要である. 従って, 歩行中の全消費エネルギーは, 水平方向への運動に必要な 

         酸素消費量に安静時の酸素摂取量を加えて推定する.  

        Ex-6. 体重 70 kgの人が傾斜のない道を 60 m/minの速さで歩くとき , 水平移動に用い  

            られる酸素消費量は ,  

0.1 mℓ /kg/min×60 = 6.0 mℓ /kg/min 

            であり , 運動中の全酸素消費量は , これに安静時の酸素摂取量(1 MET= 
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            3.5mℓ /kg/min)を加えるので ,  

6.0 + 3.5 = 9.5 mℓ /kg/min 

            となる . この運動強度を METsで表すと ,  

9.5÷3.5 ≒  2.7 METs 

            となる . この人が 40分間の歩行を行えば ,  

9.5×70 kg×40 min = 26,600 mℓ  (26.6 ℓ) 

            の酸素を消費することになり ,  

133 kcaℓ  (26.6×5 = 133) 

         のエネルギーを消費することになる (1 ℓO2→4.82 kcaℓ  (約  5 kcaℓ). 

 

        Ex-7. 同じ人(体重 70 kg)が同じ速さ(60 m/min)で 5%斜度(100 m進んで 5 m上がる；  

             5/100)の道を歩くとき ,  

            ＊水平移動に用いられる酸素消費量は , 0.1 mℓ /kg/min×60 = 6.0 mℓ /kg/min とな  

              る .  

            ＊垂直方向への移動に必要な酸素量は , 1.8 mℓ /kg/min×(60×5/100) = 5.4 mℓ /min  

              となる . 

            ＊従って , 運動中に消費される全酸素量は , 6.0+5.4+3.5 = 14.9 mℓ /kg/min となる . 

              これを METsで表すと , 14.9÷3.5≒4.3 METsとなる .  

             走行運動の場合 

               歩行の場合と全く同じ考え方が適用できるが,  

             ＊水平方向への移動速度 1 m/min当たりで約 0.2 mℓ/kg/min 

             ＊垂直方向への移動速度 1 m/min当たりで約 0.9 mℓ/kg/min の酸素が必要であるとす 

               る. 

     ⑤ 自覚的運動強度(Rating of Perceived Exertion; RPE)を強度の指標とする 

        Borgによって開発された主観的運動強度, つまり, 主観的にどの程度の運動強度である 

      かを数字で表したものである.  

        Borg scaleと呼ばれる RPEの求め方は, 「非常に楽である=7」から「非常にきつい=19」,  

      までの表現を点数化し, その点数を主観的に選択する＜資料-29＞. 

      この方法で得られた点数が, その時の心拍数の 1/10に相当するように作られているため, RPE 

      の点数を 10倍すれば心拍数の概略値が得られる. しかし, RPEが適用できる運動は, RPEが適 

      用できる運動は, 全身運動で, 定常状態である必要があり, ある強さの運動を 4~5分以上続け 

      た時点での自覚的な感じを数量化するのである. 従って, 短時間の運動やからだの限られた部 

      分は, 適用できない.  
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 2) 運動強度(量)の表し方 

      運動強度とは, 「単位時間内の運動量」のことである.  

      運動量とは, ある時間内の運動量のことで, 運動強度と運動時間の積で求められる 

運動量(仕事量) = (運動強度×運動時間) 

      運動強度や運動量を表すには「単位」が必要である.  

     ① kgm又は kpm 

        kgmは, 1kgの物体を 1 m動かした時の運動量(仕事量)である. 例えば, 1 kgの物体を 6 m動 

      かした時の運動量は, 1kg×6 m = 6 kgmであり, この運動を 2分間かけて行った場合の仕事率 

      は, 6 kgm÷2 min = 3kgm/minとなる.  

        地球上で質量 1kgの物体に作用する重力の大きさは, 1 kp (キロポンドメータ：力の単位)と 

      定義されるので, 地球上では 1 kg = 1 kpである.  

        自転車エルゴメータのブレーキの強さを a kpとし, ペダル 1回転で b m前進するとき(実際 

      は回転するだけであるが),このエルゴメータを毎分 c 回転で踏む時の運動強度は, a×b×c  

      kpmとなり, この運動強度に運動時間をかけると運動量が算出できる. Kpmは, 自転車にかか 

      る重り(kp)とスピード(m/min)の積である. モナーク社製の自転車エルゴメータでは, 1回転で 

      6m進むように設定されている.  

     ② Watt (W; ワット) 

        Wも仕事量(率)を示し, 1 Wは 1 Joule (ジュール)の仕事を 1秒間でした時の仕事率である. つ 

      まり, 仕事率(W) = 仕事 (エネルギー, J)÷時間(秒)なので, 

1 W=60 J/min = 14.34 caℓ≒0.014 kcaℓ/minとなる. 

        1Wを kpmに換算すると,  

6.12 kpm/min に相当する. 

     ③ k caℓ / min 

        カロリー; caloryは, 熱量としてのエネルギーを表すのに用いられ, ジュールは, 力や電気な 

      どのエネルギーをはじめ全てのエネルギーを表すのに使われ, 世界共通の単位である. ここで 

      云うエネルギーは, 体内で単位時間内に消費されるエネルギーを「カロリー; calory」で表した 

      ものである. 1 caℓは, 1 gの水の温度を 1 ℃上げるエネルギー(熱量)である. 1 caℓは, 次のよう 

      に換算できる.  

1 caℓ = 約 4.2 J 

1J = 約 0.24 caℓ 

        しかし, 酸素消費 1ℓ当たりのエネルギー発生量は, 燃料となる物質で異なる. 即ち, 糖など 

      の炭水化物が燃焼する場合には, 酸素1ℓ当たり約5.0 kcaℓであり, 脂肪の場合は約4.7 kcaℓであ 
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      る.  

      従って, 糖と脂肪が混合している場合の calory発生量は, 4.7 kcaℓと 5.0 kcaℓの間となる. 

        糖と脂肪の割合は呼吸商(呼吸交換比 Respiratory exchange ratio, R, RQ; co2/o2)にも影響する 

      ので, Rと酸素 1 ℓ当たりのエネルギー発生量との間には直線関係があり, 脂肪の比率が高い 

      程 Rが低く, Rが低いほどエネルギー発生量が低い＜資料-30＞. 日本人の普通の食事を摂取し 

      ている場合, Rは 0.85前後であると仮定されているので, 酸素 1ℓ当たりのエネルギー発生量は, 

      約 5 kcaℓ (4.86 kcaℓ)とされている.  

        以上の運動強度の単位は, 相互に互換することができる＜資料-31＞. 

      ＜参考＞ 1mの 1/1000 = 1mm; 1mmの 1/1000 = 1μm; 1μｍの 1/1000 = 1 nm (ナノメータ) , イ 

         ンフルエンザ・ウイルスの直径 = 0.1μm 

        Ex.- 7. ペダル負荷  = 2.0kp, 回転数  = 50 rpmで自転車エルゴメータ運動をした時の  

             運動強度は ,  

            ＊運動強度：2.0 kp×6 m×50 rpm = 600 kpm          (600 kgm) 

            ＊運動量：600 kpm×0.163 W ≒  98 W       (1 kpm = 0.163 W) 

            ＊仕事率：98 W×0.014 ≒  1.4 kcaℓ /min  (1 W = 0.014 kcaℓ /min) 

            この運動強度で 30分間のトレーニングをした場合の運動量 (=仕事量)は ,  

1.4 kcaℓ×30 min = 42 kcaℓ   (物理的仕事量) 

            となる .  

        しかし, 自転車が行う「物理的仕事量」とそれを動かす人の「消費エネルギー量」は一致し 

      ない. つまり, 自転車の機械的な仕事量は, 人が消費するエネルギー量より小さく, 自転車の 

      運動効率は約 23%とされている. 従って, 自転車運動の運動効率は, 人：自転車 = 100 : 23 = x :  

      1.4の関係が成り立つ（機械的仕事量＜人の消費エネルギー, 運動効率: 人:自転車, 100 : 23 = x :  

      1.4 ） 即ち,  

100 : 23 = x : 1.4,  23 x = 100×1.4,  x = 140 / 23 ≒ 6.086となる. 

        従って, x≒6.1 kcaℓ/ minとなるので. 30分間に消費する大凡のエネルギー量は, 6.1 kcaℓ/min 

      で, 30分間に消費する大凡のエネルギー量は, 6.1×30 = 183 kcaℓとなる.   

 3) 適正運動強度 

      運動は弱すぎると十分な効果が得られず, 強すぎると健康障害をもたらす危険性がある.  

      健康づくりのための運動は, それほど高強度の運動ではない. つまり, 有酸素的に行われる運 

    動であるため, 血中乳酸の蓄積も少なく, ノルアドレナリンの分泌も少ない.  

      乳酸が高まるような運動では, 多量のアドレナリンが分泌され, 心臓の期外収縮(不整脈等)の 

    多発や心筋梗塞の引き金にもなる.  

      軽い運動から次第に強くしていく負荷漸増運動を行うと, 運動強度のあるレベルから血中乳 



 23 

    酸濃度が急に増え始める. このような血中乳酸が増え始める分岐点を Lactate Threshold (LT)と呼 

    び, 血中ノルアドレナリンも LT以降加速度的に増加する＜資料-32＞. つまり, LTレベルの運動 

    強度であれば安全上問題はないと云う事実から健康づくりのための運動強度の安全限界と考え 

    られている. 多くの研究結果から, LTは(60~70 %V
．

o2maxの範囲内) 或はその近辺に分散してい 

    ることが確認されている. 一方, 明らかな効果が期待できる運動強度のうち, 最も低い強さは 

   「有効限界」とされている. 一般健康人が運動する場合, 50 %V
．

o2max以上の運動であれば明らか 

    に有効であることが認められている. 従って, 適度な運動強度は,「有効限界と安全限界の間」に 

    ある. 具体的には, 50 %V
．

o2max (有効限界)~70 %V
．

o2max(安全限界) の間が健康づくりのための 

    適正な運動強度と云うことになる. また, 50, 60, 70 %V
．

o2maxと云う適正運動強度に相当する予 

    測心拍数を年齢別に示すと＜資料- 33＞のようになる.   

2. 1回に続ける運動の持続時間の条件 

 1) 適正強度による最低の運動持続時間 

      %V
．

o2maxの 70%に相当する有酸素性運動を実施したとしても, 運動開始直後の 3 ~ 5分間は,  

    その運動に必要な酸素量が十分には供給されない (つまり, O2 deficitで, この間は無酸素エネル 

ギーで運動せざるをえないため, 有酸素性運動にはならない)＜資料-34＞. 従って, 5分以内で運 

    動を止めると有酸素性運動ではない.  

      安全限界以下の運動強度であれば, その後酸素が十分に補給され, その運動に必要な酸素が確 

    保される(この状態を定常状態, Steady stateと云う) ＜資料-34＞. しかし, これ以上運動強度が強 

    いと, 酸素の補給が完全に行われず, 定常状態は成立しない.  

ヒトのからだに備わっている呼吸・循環系機能は定常状態でフル稼働する. 従って, その運動 

    に必要な酸素量が十分に確保されるような刺激としての運動が呼吸・循環系機能を強化するの 

    で, このような運動の定期的な繰り返しで運動の効果は期待できる. このような定常状態は最低 

    でも 10分間継続されることが望ましいので, ここまでで, 最低の運動持続時間は 15分と云うこ 

    とになる.  

 2) 必要な運動の持続時間 

      定常状態では, 時間が長くなればなるほど, 脂肪が運動のエネルギー源として多く使われ,運 

    動によるエネルギー消費量も増える. 効果が期待される運動の持続時間は運動強度が関係する 

    ので, 持続時間は運動強度との積で考えるべきである.  

    一般に, 呼吸・循環器系を強化して体力を高め, 生活習慣病の症状を軽減させる効果を期待する 

    のであれば, ＜資料-35＞のような運動の強さと時間の組み合わせが必要である.  

3. 定期的に繰り返す運動回数の条件 

     適切な運動強度で必要な運動時間を 1週間に何回実施すると, その運動の効果が蓄積されるの 

   か？ 
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 1) 1週間に 1回の実施＜資料-36; a＞ 

      運動によって筋肉や心臓に刺激を与えるのであるから, 何らかの効果は一過性に現れると考 

    えられるが, 週 1回の運動を繰り返しても効果の蓄積は殆ど期待できない. むしろ, 疲労が毎回 

    起こり, 運動後 3日間ほど体調が乱れる.  

 2) 1週間に 3回 (3日に 1回)の実施＜資料-36; b＞ 

     運動する間隔を 2 ~ 3日おいて週に 3回実施すると, 疲労は回を重ねるにつれて軽くなり, 効 

   果も少しずつ蓄積され, 体力も強化され, 効果も自覚されるが, まだ十分ではない.  

 3) 1週間に 4回 (1日置き)定期的に実施＜資料-36; c＞  

     最初に感じた疲労は徐々に軽減され, 3週目頃からは疲労は感じなくなり, 効果の蓄積も週 2回 

   実施より顕著である.  

     結論として, 毎日の実施が理想ではあるが, 70 %V
．

o2max程度の比較的強い運動では, 隔日運動 

   が適切であり, 60 %V
．

o2max程度の運動であれば週 1回休めば十分であり, 50 %V
．

o2max程度の比較 

   的弱い運動では毎日の実施で「運動を生活化」させることも重要である.  

4. 健康づくりのための有酸素性運動 

    日頃, 何も運動していない人がいきなり処方された運動を行うことは身体的なトラブルの引き 

  金になる可能性がある. 先ず, からだを慣らす意味で, 目標以下の軽い運動から開始して, 次第に 

  強度, 持続時間, 頻度を目標に近づけていく. このような移行的処置を「コンディショニング； 

  cnoditioning」と云う.  

    どのような有酸素性運動が健康づくりのための運動として適切なのか？有酸素性運動(定常状態 

  が成立する運動)であれば, どのような運動でも構わない. しかし, 長期間にわたって継続実施でき 

る種類の運動であることが必要である. その為には, 日常生活の中に手軽に取り入れられる運動が 

  最適である.  

    コンディショニングの意味からも, 「運動の生活化：運動の習慣化」させることの意味からも,  

 「何時でも」「何処でも」「手軽に」「誰でも」やれる, 「歩行運動」を健康づくりのための有酸素 

  性運動として処方することが有効である.  

    歩行運動が健康づくりのための運動として適当であることは, ヒトのからだの進化と云う観点 

  から証明できる（komiya home page: 資料-25 「21世紀の健康を考える視座—人間環境と健康—」） 

  に詳述してある.  

    我々ヒトの「直立二足歩行」は生活の為の進化であった. 効率よく歩く為に, からだの構造と機 

  能を改善進化させ, 移動( locomotion)から解放された手(特に, 指) の運動が器用性を高めることに 

  よって, その刺激が大脳に feedbackされて大脳の連合領が発達し(大脳化；encephalization), 文 

  化・文明, ひいては今日の機械文明を創造したのである.  

    ヒトのからだは, 立って, 歩くためにつくられていると云っても過言ではない. 従って, ヒトが 
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  立って, 歩かなくなったら, ヒトのからだはどのようになるのであろうか？ヒトが自分の筋肉で動 

  かなくても生活できる今日の人間環境は, 健康にとって極めて high-riskなのである. 現代生活では, 

  ヒトが動く目的の 1つである「動物としての動き」が極めて少なくなり, 労働や日常生活での「人 

  間としての動き」も減少してきている.  

このような今日の日常生活における「身体運動の総量」では, ヒトの身体的な生理機能を正常な 

  状態に維持することができなくなって来ている. つまり, 歩かないヒトの増加と歩くヒトの減少 

  は,生物としてのヒトの身体的な機能を正常に保つためには, 何らかの方法で運動不足を補わなけ 

  ればならない状況になってきている.  

 1) 習慣的に実施できる運動 

      わが国でも最大酸素摂取量の 50 % (50 %V
．

o2max)のジョギングが健康づくりのための運動と 

    して推奨されるが, これを健康の為と云って長期間継続的に実施することが可能であろうか.  

    運動は習慣的に実施されて健康づくりに役立つ. 三日坊主では何の意味もない.  

習慣的に実施できる運動であることは, その運動が生活内容そのものであることが一番良い.  

    つまり, 「歩行」を積極的に生活に取り入れる健康行動が重要である. 歩けない人は, 病気であ 

    るから問題外である. 歩く人が人本来の姿である. しかし, 現在の人間環境では, 車を乗り回し, 

    歩かない人が普通のありふれた人の状態になってしまっている.  

      ヒトの歴史 700万年をかけて進化してきた我々のからだは, 立って, 歩いて正常に生理機能が 

    働くようにつくられていることを, この利便性の高い現代の人間環境にあっても忘れてはなら 

    ない. まさに, “Solvitur ambulando” (困難な事態は歩くことによって解決される)である.   

 2) 歩行運動を効果が期待できる有酸素性運動の条件に合わせて処方する 

      厚生労働省はかつて, 日本人の多くが 1日 200 kcaℓのエネルギー消費を日常の生活に上乗せす 

    べきであると提案したことがある. 換言すると, 日本人の多くが 1日 200 kcaℓのエネルギー消費 

    を日常の生活に上乗せすべきであると提案したのである. つまり, 日本人の多くは 1日 200 kcaℓ 

    分だけ運動が不足しているので, そのエネルギーを運動で消費すべきであると提案した. 具体的 

  には, 20歳代の青年で, 1週間の合計運動時間を 180分(心拍数 130拍程度)を目標とすべきである 

    と提案した. 従って, この消費エネルギーに相当する運動をしなければ, 人体の生理機能を正常 

    に維持することができないことになる. 

      そこで, この提案を有酸素性の歩行運動に置き換えてみる. 有酸素性運動の条件を満たすた 

    め, 運動強度と持続時間は以下のように設定する.  

     ① 分速 100 m, 1分間に 130歩前進する強度とする 

     ② 提案されている 1週間の合計運動時間を 1日置き週 3回に分けて, 1日 60分間の持続時間と 

        する.  

     1回の運動量を計算すると, 



 26 

       # 1回に歩く距離: 100 m×60分=6,000 m 

       #歩数に換算すると：130歩×60分=7,800歩 

       # 30歩で 1 kcaℓ消費されるので, この歩行運動で消費されるエネルギーは,  

7,800歩÷30歩= 260 kcaℓ 

       となる. 

 

第 6章 運動処方の指針 (1)

1. 健常者のための指針

    健常者に対する指針の原則は＜資料-37, 資料-38＞のようになる. しかし, 個人の条件に応じて 

  柔軟に対処すべきであり, これらはガイドラインに過ぎない.  

2. 中高年者のための指針 

 1) 加齢に伴う身体組成変化 

      老化期には, 実質細胞数の減少や繊維化も起こり, 組織・器官の重量減少と萎縮が起こってい 

    る. <資料-39> 一般に, 70歳代で最盛期の約 60%まで減少し, その結果, 臓器の機能低下として現 

    れてくる.  

      結合組織では, コラーゲン(腱や軟骨を構成)が増加し, エラスチン(靭帯や血管などに含まれ 

    る)が減少するため, 結合組織 (組織や器官の間を埋めて保護する) の硬化が起こる.  

      同じ体重の 25歳と 75歳の身体組成を比較すると＜資料-40＞, 老年者の脂肪は若年者の 2倍に 

    増加する. 逆に, 除脂肪量 (実質組織＋骨＋細胞内液＋細胞外液)は, 85 %から 70 %に低下する.  

    特に, 実質組織と細胞内液の低下が大きい.  

      即ち, 同じ体重であっても, 老年者は若年者より脂肪が多くなり, 代謝活動に重要な除脂肪量 

    が減少して, 生理機能や体力が低下してくる.     

      男女とも, 若年から中年にかけて脂肪は増加するが, 総脂肪に占める皮下脂肪厚の割合が大き 

    く増加し, 男性で約 4 %, 女性で約 5 %高くなる.  

      中年から高年にかけて, 男女とも脂肪量そのものは皮下脂肪の減少によって低下するが, 体内 

    深部脂肪の割合は, 男性で約 8%, 女性で約 14%も高くなる＜資料-41＞.  

      老年で, 体内深部脂肪の比率が高くなるのは, 身体活動量の減少が原因である.  

 2) 老化期における機能的変化 

      老化期には, 機能的変化と運動に関連した諸機能の変化が起こってくる＜資料-42＞. 30歳か 

    ら 70歳の男性における生理的機能の変化では, 呼吸機能(肺活量)と腎機能の低下が最大(30~ 

    50 %)であり, これに循環器系機能や作業能力, そして骨密度, 筋肉系, 柔軟性などの低下(25~ 

    30 %)が大きい.  

 3) 加齢による体力の低下 
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      体力も加齢と共に低減するが, 体力の要素によって低下の測度は異なる＜資料-43＞. 20歳男 

    性の各体力要素を 100 %として, 加齢に伴う変化を 70歳までについてみると, 最も顕著な低減を 

    示した要素は, 「閉眼片足立ち」と「脚筋力」であり, “人は脚から衰える”ことを証明してい 

    る. 腕立て伏せ, 立位体前屈, 垂直跳び, 最大酸素摂取量なども 60歳で 50 %以下に低減する. し 

    かし, 各種機能や体力の低下はあっても, 生存に必要な機能は, 安静時では維持されている. と 

    ころが, 運動等の負荷(ストレス)が加わると, 機能の低下は顕著になる. つまり, 中高年期以降 

    では, 予備力が低下してくる.  

3. 中高年に適した運動 

 1) 運動の強度 

      運動強度は, 弱すぎれば効果が小さく, 強すぎれば疲労やケガの確率が高くなる＜資料-44＞.  

    運動は習慣化させることが大事であるため, 運動する人が「ややきついが長続きできそう」と感 

    じる強度が効果も大きく, 習慣化しやすい.  

      個人に適した運動の強さは, 運動を実践している本人の感覚で判断するのが良い. 運動習慣の 

    ない人は,「楽である(話しながら歩ける状態)」から運動を開始し, 体力と体調に合わせて「きつ 

    い(激しい息づかいになり, 汗びっしょりの状態)」まで徐々に経験し,“少しきついが続けられそ 

    う”“痛みがなく快適”と感じる強度をみつけることが望ましい＜資料-45＞.  

      安全で効果的に運動を行うためには, 自分の感覚的情報を有効利用すべきである. また,運動 

    を控えるか慎重に行う必要のある人は, 低い運動強度で行うべきである.  

 2) 運動の時間 

      運動時間は, 運動強度によって変わり, エネルギー消費量が多いほど運動の効果が現れる. 

    望ましい運動量(エネルギー消費量; 週 3回で 1回当たり)は, 運動の目的によって異なる＜資料 

    -46＞.  

      ＊ 生活習慣病の予防や健康のための運動：1週間当り 700 ~ 1,000 kcaℓのエネルギー消費量が 

         目安( 1回 230 kcaℓ - 650 kcaℓ) 

      ＊ 健康や体力の回復のための運動：1週間当り 700 ~ 2,000 kcaℓのエネルギー消費量が目安( 1 

         回 230 kcaℓ - 330 kcaℓ) 

      ＊ 健康や体力の維持のための運動：1週間当り 1,000 ~ 1,500 kcaℓのエネルギー消費量が目安( 1 

         回 330 kcaℓ - 500 kcaℓ) 

      ＊ 健康や体力の増進のための運動：1週間当り 1,500 ~ 2,000 kcaℓのエネルギー消費量が目安( 1 

         回 500 kcaℓ - 650 kcaℓ) 

         運動時間が長めにとれる場合は, 弱めの運動を, 運動時間が短くしかとれない場合は, 強 

         めの運動を行うなどの調整が望ましい.  

 3) 運動の回数 
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      一般に, 生活習慣病の改善や予防のためには, 1週間に 3回以上の運動を継続して実施すること 

    が必要である. 最低でも, 1週間に連続しない 3日( 1日おき)の運動実施が勧められている. 毎日 

    実施する場合でも, 運動量を多くする日と少なくする日を織り交ぜてメリハリをつけた運動を 

    行うことも重要である.  

      1回に長い時間運動することができない場合は, 1回に 10分~15分程度の運動を 1日に 2 ~ 3 

    回に分けて実施しても構わない.  

 4) 運動の種類 

      a. エネルギーを消費するもの 

      b. 筋肉を強化するもの 

      c. 柔軟性を高めるもの 

      d. 心肺機能を強化するもの 

  等様々な種類がある.  

      運動の種類を選択する基準は, 自分の目的に合わせ, 快適に行えるものを選択することである 

    (苦しくて楽しくない運動は、習慣化につながらない). また, 特定の運動のみを続けると, 使い過 

    ぎ症候群(炎症等)が起こる場合があるので, 数種類の運動をバランス良く取り入れることが望ま 

    しい.  

4. 中高年の運動プログラム例 

    平均的な体格の中年男性(重度の疾患を有さない)が 90分間運動する場合を想定すると,  

      a. ウオーキング(やや早歩き)    40分 （約 160 kcaℓ） 

      b. 筋力強化運動 (筋トレ)      20分 (約 80 kcaℓ) 

      c. 軽い運動(ストレッチなど)    30分  (約 80 kcaℓ) 

    合計 90分で約 320 kcaℓ消費できることになる.  

    一般的な運動プログラム＜資料-47＞は, 準備運動(ケガを防ぐ目的と運動中のエネルギー効率を 

    高める), 主運動(運動プログラムで中心となる目的に合わせた運動), 整理運動(疲労回復の促進 

    や神経を休める働き)から構成される.  

      運動プログラムは, 個人に及ぼす運動の効果に着目して作成されるのは当然であるが, 運動 

    の実施が継続出来なければ高い効果は期待できない.  

      従って, 運動の継続実施につながるような運動プログラムの作成が重要である.  

5. 肥満症のための指針 

 1) 肥満とは 

      肥満は, 英語で”obesity”と云われるが, この語は”obesus”と云うラテン語からきており, eat 

   away(腹一杯食べる)を意味している. また, 英語の”adiposity (脂肪過多)”はラテン語の”adips” 

   やギリシャ語の”aleipha”に由来しており, 固まった脂肪を意味している. 即ち, 肥満とは, 単に体 
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   重が重いこと( overweight)ではなく, 体脂肪が過剰に蓄積した状態と定義され, 体脂肪量が正常範 

   囲を越えて著しく増加した状態である＜資料-48＞. 

     ヒトの肥満には, 原因論的に相対的過食による原発性肥満(単純性肥満, simple obesity)と, 肥満 

   をもたらす基礎疾患がある二次性肥満(症候性肥満, symptomatic obesity)がある＜資料-49＞. この 

   単純性肥満は, エネルギーの摂取と消費を維持する恒常的メカニズムの破綻であるプラスのエネ 

   ルギー・バランス(摂取エネルギー＞消費エネルギー)によって起こる＜資料-50＞.  

     肥満の究極的成因は, 摂取エネルギーが消費エネルギーを上回っている相対的過食状態である.  

   プラスのエネルギー・バランス(相対的過食)状態で生じた余剰のエネルギーは, 脂肪に(中性脂肪,  

   triglyceride: TG)に変換されて脂肪細胞(Fat cell: 資料-51)に貯蔵される.  

     脂肪細胞の集合体が脂肪組織(adipose tissue)であり, 脂肪組織の異常増加が肥満である. このプ 

   ラスのエネルギー・バランスには, 遺伝的・環境的・社会的・人種的な諸要因が影響している.  

     このような観点からすると, 肥満は栄養学的な疾病でもあり, 過剰な蓄積脂肪が糖尿病, 高脂 

   血症, 高尿酸血症などの代謝異常や高血圧, 虚血性心疾患, 心機能障害などの循環器系疾患をは 

   じめ多くの疾病を伴いやすい. これらの疾患の多くは, 体重の増加を防ぐことで予防できるし,  

   異常所見が観察されても weight control (体重調節)で改善することもできる.  

 2) 減量プログラムの作成 

      National Institute of Health: NIH (アメリカ国立保健研究所)の「肥満者や過体重者へのアドバイ 

    ス」では, 特別な疾病がなければ, 中等度の身体活動を週に 3 ~ 5回, 1回に 30 ~ 45分間実践する 

    ことと, 1日当たりの摂取エネルギー量を 800 ~ 1,500kcaℓに制限することを推奨している. 多く 

    の減量プログラムは, 「低エネルギー食, 特に低脂肪食」と「身体活動・運動」を必須条件とし 

    ている.  

    (1) 減量目標の設定 

        減量プログラム開始当初の目標は, その時の体重の約 10%減とすべきであり, 達成できた 

      ら,更に減量すべきかどうかを再評価して決める. 具体的には, 10%程度の減量を 6ヶ月間程度 

      の時間をかけて達成することが望ましい.  

        例えば,  体重が 65 ~ 100 kg程度の肥満者；BMIが 27 ~ 35である場合： 

      1日の摂取エネルギーを 300 ~ 500 kcaℓ減らすことで, 1週間に 0.2 ~ 0.5kg, 6ヶ月(24週) で 10 % 

      の減量が可能である. 減量後に食事量を少し増やすのであれば, それに伴って運動量も少し増 

      やす, と云ったプログラムを実践しないとリバウンドしてしまう.  

       「自分でもできる」と思える目標を設定し, 実践しやすいプログラムを作成することが望ま 

      しい. 最初の目標が高すぎたり, 実践しにくいプログラムであると達成が困難になる.  

    (2) 減量を目的とした運動種目 

         個人の環境や好みを優先することが望ましい. しかし, 膝や腰に負担の小さい有酸素性運 
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       動であれば walking (水中ウオーキング), 筋力強化運動であればゴムバンド・エクササイズ・ 

       バランスボール・エクササイズなどが勧められる.  

         減量すると筋肉や骨量が減る可能性があるため, 筋力強化運動も取り入れると良い. 

    (3) 運動の強度と時間, 頻度 

          例えば, 減量当初の運動としての walking では, 1週間に 3回, 30分間の運動から始め,  

        徐々に時間と強度を高めていき, 1週間に 5回, 45分間, と云う高めの運動にする. このよう 

        に, 強度, 時間, 頻度のいずれかを増やして運動量を高めていくことができる. 例えば, 45分 

        間の walkingを継続していて, 更に運動時間を増やす場合, いきなり 15分間増やして 1時間 

        walkingにするか , 30分間の walkingを 2回に分けて実施しても減量効果に大差はないとさ 

        れている. また, 日常生活の様々な動作(身体活動)を今まで以上に頻繁に行うことで消費エ 

        ネルギーを増やすことができる.  

 3) 減量プログラムの adherence (継続性)を高め, reboundを防ぐ方策 

      減量プログラムを始める場合, 減量の理由や動機を明確にしておくと, 減量プログラムに対す 

    るアドヒアレンスが高まり, リバウンドが防げる.  

      次のような条件が満たされると継続性が高まり, リバウンドが少なく, 減量効果が維持でき 

    る.  

    ❶減量プログラムが自分の好みやライフスタイルにあっている 

    ❷減量プログラムを自分主体で実践できる 

    ❸目標達成期間と効果維持期間を設けてメリハリをつける 

    ❹家族や友人, 職場の協力が得られる 

    以下のことを認識していると有用である.  

    ❶総コレステロールや LDL-コレステロールへの運動効果は小さく, 食事の効果の方が大きい 

    ❷HDL-コレステロールを増やすには, 多くの運動量が必要 

    ❸中性脂肪を減らすには, 1回当たりの時間を増やした運動が必要 

    ❹食事だけによる減量プログラムでは継続性が低下するので, 運動をするのが良い 

    ❺遺伝性の高脂血症などに対する運動効果は小さい 

 4) 不適切な方法で減量した場合, 

      不適切な方法で減量した場合, 健康を害することもあり, ①体調が悪い, ②顔色が悪い, ③ 

    疲れやすい, ④風邪を引きやすい, ⑤立ちくらみが多くなるなどの自覚症状が出てくる. 

 

                                第 7章 運動処方の指針 (2)  

1. 内臓脂肪減量のための指針 

 1) 内臓脂肪とは 
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      内臓脂肪(腹腔内脂肪)は, 腹腔内における腸間膜脂肪, 大網脂肪など門脈脂肪組織の総称であ 

    る. 

      内臓脂肪が増加すると, その分解産物である遊離脂肪酸( Free-Faty Acid: FFA)が門脈系を通し 

    て肝臓に多量に流入する＜資料-52＞. この FFAは, 肝臓での中性脂肪(Triglyceride:TG)の合成を 

    亢進し, リポ蛋白の分泌に重要な蛋白の活性を高めるため, LDLの合成や分泌の亢進が起こり,  

    高脂血症が起こる. また, 門脈中の FFAは, 内臓脂肪の蓄積と有意に相関し,この高い FFA濃度 

    は肝細胞でのインスリン結合を抑制し, 高インスリン血症やインスリン抵抗性が生じる.  

      一方, 内臓脂肪組織は生体の機能に影響を及ぼす多数の生理活性物質(adipocytokine)を分泌す 

    る. このアディポサイトカインによって, インスリン抵抗性が悪化し, 血栓の融解能が抑制され 

    て, 糖尿病や動脈硬化が進行する.  

 2) 内臓脂肪の蓄積＜資料-53＞   

     内臓脂肪を増加させる因子には, 遺伝・加齢・性ホルモン・食事・運動・生活環境など多くの 

    因子が考えられる. 加齢は内臓脂肪の蓄積を促進し, 男性は女性より内臓脂肪を蓄積しやすいと 

    云う性差がある. 女性では, 閉経後に内臓脂肪が急速に増加するので性ホルモンの影響も考えら 

    れる.  

      運動により内臓脂肪の分解が活発になるため, 運動不足は内臓脂肪の蓄積に寄与するものと 

    思われる. 

 3) 内臓脂肪型肥満 

      上半身(腹部)に脂肪が多く付着した肥満(上半身肥満, 腹部中枢型肥満)は, 中年以降の男性に 

    多く見られ, 糖尿病や動脈硬化の発症と深い関係にあることが約 50年前から指摘されている 

    ＜資料-54＞. 内臓脂肪型肥満の判定には CT検査による腹部画像(内臓脂肪部分の断面積)が用い 

    られる. 日本肥満学会は, この内臓脂肪面積が 100 cm2以上の場合を内臓脂肪型肥満＜資料-55; 

    左＞と定義し, 100 cm2未満の場合は, 皮下脂肪型肥満＜資料-55, 右-下半身肥満や女性型肥満＞ 

    と呼んでいる. 但し, この判定基準には検討の余地がある.  

      遺伝性の肥満は恐らく改善できないであろうが,「食生活の改善」や「運動の習慣化」によっ 

    て内臓脂肪を減らすことは十分可能であろう.  

2. 運動だけによる内臓脂肪の減少 

    減量のための運動期間が 16週間未満の場合, 運動量に応じて体重(体脂肪)は減少するが, 運動期 

  間が 20週間以上になると, 必ずしも運動量に見合った体重減少は起こらない(Ross, 2001). その理 

  由として,  

    ①運動を始めたことで食事量が以前より増え, 増えた食事量が運動により消費したエネルギー 

      を上回ったため,  

    ②処方された運動以外の場面で, 日常生活が不活発になり, 1日全体の運動量が減ってしまった.  
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      このことは, 食事制限によってもたらされるマイナスのエネルギー・バランスに比べると, 運 

      動によるエネルギー消費が非常に小さいことを示している. つまり, 運動と食事制限が体重減 

      少に与える貢献度は, 1 : 5である. (例えば, 軽度肥満女性が 20~30分間のウオーキングを実施 

      しても, その時のエネルギー消費は 120 kcaℓ程度であり, 1日の食事量を 1/4に減らした場合 

      ( - 500 ~ - 600 kcaℓ)の 1/4 ~ 1/5でしかない. 

      ウオーキングの頻度が週に 3回で, 減食は毎日だとすると, 両者の影響力は 1:10にも拡大す 

      る). 

    内臓脂肪を減らすための減量を目的とする場合, 運動だけでは明らかに不十分であり, 適切な食 

  事制限を併用すべきである.  

    例えば, 食事を変えずに運動だけで 3ヶ月間に 7~8 kg減量するためには, 毎日 600 kcaℓほど運動 

  で消費しなければならない. これをウオーキングだけで消費しようとすると, 毎日 2時間 30分必要 

  である. 1回休めば次の日には 5時間歩かなければならない.  

3. 運動と食事を併用した減量効果 

    食事制限の目的は, 摂取エネルギー(caℓ)を減らすことである. 例えば, 肥満女性の平均的な 1日 

  の摂取量は 2,000 kcaℓ以上である. これを 1,200 ~ 1,400 kcaℓまで抑えると, 1日当たり 600 ~ 800  

  kcaℓ分のエネルギー(脂肪で理論上 100g程度)を減少させることができる.  

    ＜実践例＞運動プログラムと食事制限を 3ヶ月実施した結果で見る＜資料-56＞. 

     ＊体重は：67.6 kg→59.3 kg (-8.3 kg) 

 ＊体脂肪量は：23.6 kg→17.7 kg  (-5.9 kg) 

     ＊内臓脂肪面積は：90.0 cm2→57.5 cm2 (-32.5 cm2) 

     ＊皮下脂肪面積は：252.7 cm2→181.9 cm2 (-70.8 cm2) 

  と顕著に減少した. 運動と食事制限が体重減少に与える貢献度を 1：5と仮定すると, 食事制限で 

   7.0 kg, 運動で 1.4kgの体重減少が予測できる. また, 体重減少 1kg当たりの内臓脂肪面積の減少量 

  は約 4cm2 (32.5 cm2÷8.3 kg = 3.9 cm2/kg)と計算できる.  

    つまり, 食事制限によって体重は確実に減少し, 内臓脂肪の減少も大きいことが明らかになった 

  が, 決して運動の効果を否定するものではない. 減量のみを目的にすると運動による減量には時間 

  がかかると云うことである.  

    従って, 短期間に減量を達成したい場合, 食事制限の比重を大きくすることが有効であろう. 最 

  初の 1~2ヶ月は運動より食事療法に専念して体重を 5kg位減らした後, 運動を開始する方が減量に 

  成功しやすい.  

4. 運動強度の影響 

     減量プログラムの本来の目的は, 体重(体脂肪)の減少を通して, 生活習慣病を予防したり,  

   改善したりすることにある.  
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    ＜実践例＞ 肥満女性をウオーキング(低強度運動)群とエアロビックダンス(高強度運動群)に分 

       ける. 食事制限は両群とも 1日 1,200 kcaℓ程度で同じ. 1週間の運動の平均実施時間は, ウオー 

       キング(低強度運動)群 187分間, エアロビックダンス(高強度運動)群 135分間, 運動によるエ 

       ネルギー消費量に差はない.  

     ＊体重減少量にも差はない.  

     ＊内臓脂肪面積の減少にも差はない.  

     ＊ウエスト囲(腹部脂肪量の指標)は, エアロビックダンス(高強度運動)群の方が 3cm以上 

       も減少した.  

     ＊血糖も LDL=コレステロールもエアロビックダンス(高強度運動)群の方が良く改善した.  

     ＃これらの結果から云えること 

     食事制限を伴う減量期間中に比較的強度の高い運動を含めると, 体重減少は同じであっても 

   腹部脂肪の減少効果が大きくなる. 運動強度が強すぎては疲れやすく, 運動時間が短くなるた 

   め, 減量効果は望めない.  

     運動が弱すぎると, エネルギー消費が小さくなり, これも減量効果は望めない. 従って, 運動強 

   度を適度に保つことが必要である. 自覚的運動強度でいうと, 初期は RPE: 9~13, 慣れてきた時期 

   では RPE: 11~15(平均 13:ややきつい)を目安にすると良い. 

 

                   第 8 章 運動処方の指針 (3)   

1. 糖尿病のための指針 

 1) 糖尿病患者の特徴及び運動の意義 

      糖尿病の有所見者は, 1,300万人にのぼり, 他の生活習慣病と比べて増加率が高い傾向にある.  

    また, 糖尿病の医療費も, 医療費総額の増加率(約 1.7倍)を上回っている(約 2.8倍). このような状 

    況から, 糖尿病の治療及び予防に対する対策が急がれている.  

      これまでの研究結果から, 糖尿病患者には運動不足や肥満が多く, 身体活動量の少ない低体力 

    者ほど糖尿病の罹患率が高いことが明らかになっている(体力の低い者は, 普通の者より糖尿病 

    に罹る確率が約 2倍, 体力の高い者に比べると約 4倍も高くなる).  

      つまり, 運動によって筋肉を活発に使うと, 筋肉でブドウ糖が多く消費され, 血糖値が徐々に 

    低下する. これを長期間繰り返すと, インスリンの効き目が良くなり(インスリン抵抗性が改善 

    され, インスリン感受性が高まる), 血糖値が更に低下することが期待される.  

      以上のことから, 糖尿病発症のリスクの高い人や糖尿病患者は, 日常生活で身体を積極的に動 

    かす機会を増やしたり, 定期的に運動を実践することが重要である.  

 2) 糖尿病予防のための運動 

    ① 有酸素性運動(特に, ウオーキング)は効果的である. 
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    ② 1週間に 120~150分(1日 20~30分間)実践する. 

    ③ 1回の運動効果は, せいぜい”~3日しか続かないので, １週間に 2回以上, できれば 3~5日,  

       理想は毎日実践することである.  

    糖尿病予防の場合, 運動だけでなく, 食事の量や質についても考えるべきである. このことが効 

  果の面からも重要である. 

    本資料では, 糖尿病の一次予防或は境界型糖尿病予防のための運動療法について記述し, 薬物治 

  療を受けている患者や二次的疾患を有する患者は, 主治医の指示に従って運動を実践すべきであ 

  る.  

    日本糖尿病学会による糖尿病の判定基準は, ＜資料-57＞の通りである.  

 3) 糖尿病の一次予防のための運動プログラムの実際 

      糖尿病の一次予防に対する運動プログラムは, 肥満や高血圧に対する運動プログラムとほぼ 

    同じで良い. 基本的な運動種目は, ＜資料－58＞のようなものである.  

    ①運動の強度と時間 

        エネルギー消費量が多い程糖尿病の予防や改善には効果があるため, 有酸素性運動を実践 

      する際は, 運動強度と運動時間に注意することが重要である. 従って, 血糖値の改善を目的に 

      するなら, 1週間に連続しない 3日間の頻度で運動すべきである.  

    ②運動の時間帯 

        食後 1~2時間の間は, 血糖値が上昇しているので, 糖尿病患者が運動するには, 食後 1~2時 

      間が最適な時間帯である.  

 4) 糖尿病治療を受けている人の運動に対する注意点 

      境界型糖尿病や初期の糖尿病で薬物を使わずに血糖がうまくコントロールされている者の運 

    動に伴う危険性は, 一般健常者と同じである.  

      糖尿病歴が長く, 進行した合併症を有する者は, 運動による危険性が高くなるので, 血糖があ 

    る程度改善し, 主治医の許可が出るまで運動は実施しない方が良い.  

      運動中に低血糖の徴候＜資料-59＞が出た場合は, 直ちに運動を中止して即効性の糖分や水分 

    をしっかり補給することが重要である. 特に, 糖尿病患者の運動指導で注意すべき事項は＜資料 

     -60＞の通りである.  

 5) 糖尿病予防運動プログラムの効果 

      運動と食事指導による 3ヶ月間のプログラム実施前後における空腹時血糖及び HbA1cの変化 

    をみると, 空腹時血糖は, 平均値で約 18 mg/dℓと有意に低下したが, HbA1cは有意な変化を示さ 

    なかった. HbA1cは, 1~3ヶ月前の血糖値の状態を反映すると云われているため, ３ヶ月のプログ 

    ラム前後では有意に変化しなかったのであろう.   

      注) HbA1c (ヘモグロビン・エイ・ワン・シー)とは, ブドウ糖と結合したヘモグロビン(血色素) 
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      で, 現時点より過去 1 ~ 2ヶ月間の平均血糖値を反映しているため生活状況や症状を把握する 

      のに良い. ヘモグロビンは, 赤血球の成分で, その寿命は約 120日である. この 120日の間に糖 

      が血色素と結合する. 結合の割合は, 血糖の濃度と時間に依存するので, 

       高血糖が長く続けばそれだけ HbA1cが高くなる.  

 

                     例題     運動処方作成に必要な算出例      

【例題】運動強度と消費エネルギー及び体脂肪減少量の算出 

【例題-1】A君(体重; 50 kg)の V
．

o2maxは 3.0 ℓ /min, B君(体重; 80 kg)の V
．

o2maxは 3.2 ℓ /min 

         であった . どちらの有酸素性能力が高いと推定できるか？  

  A.  A君: (3,000 mℓ/min÷50 kg) = 60 mℓ/ kg/min 

      B君：(3,200 mℓ/min÷80 kg) = 40mℓ/kg/min 

  ∴A君＞B君  

  

【例題-2】A君(体重; 50 kg; V
．

o2max; 3.0 ℓ /min)は , 運動中の V
．

o2maxが 1.5 ℓ /minのジョギ  

         ングをしている . このジョギングの運動強度は何%V
．

o2maxに相当するか？  

  A.  (1.5 ℓ/min÷3.0 ℓ/min)×100 = 50% V
．

o2max 

  ∴50% V
．

o2max 

      

【例題-3】B君(体重;80 kg; V
．

o2max: 3.2 ℓ /min)は , 運動中の V
．

o2が 2.0 ℓ /minのジョギング  

         をした . 上の A君と B君のジョギングの運動強度はどちらが高いか？  

  A. B君のジョギングの運動強度は; (2.0 ℓ/min÷3.2 ℓ/min)×100 = 63% V
．

o2max 

  ∴B君＞Ａ君  

 

【例題-4】年齢 20歳, 安静時心拍数 60拍/minの人が心拍数 140拍/minのペースでウオーキン 

          グをした時の運動強度は何%HRか？また, このウオーキングは, この人の V
．

o2maxの  

         約何%に相当するか? 

  A. この人の最大心拍数(HR max) = (220 – 年齢) = 200拍/min 

     (140拍/min÷200拍/min)×100 = 70%HRmax 

     運動強度 = [ (運動中の心拍数 – 安静時心拍数)×最大運動強度]÷(最大心拍数 – 安静時心 

 拍数) ; 最大運動強度 = 100とする 

     = [ (140 – 60)×100] ÷ (200 – 60) = 57.1% V
．

o2max 

  ∴約 70% HRmaxと約 57% V
．

o2max 
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【例題-5】安静時心拍数が 50拍/minの 40歳の人が最大運動能力の約 6割で運動したい時, 目標心 

          拍数は幾つにしたら良いか？ 

  A. 目標心拍数 = [ (220 – 年齢) – 安静時心拍数]×運動強度 + 安静時心拍数 

                = [ (220 – 40) - 50]×0.6 + 50 = 128拍/min ; 運動強度=60%HRmax = 0.6とする 

  ∴128拍 /min 

 

 【例題-6】体重が 60 kgの人が 5 METs強度の運動を 30分間した時の消費カロリーは幾つか？ 

  A. (1 METs = 3.5 mℓ/kg/min  従って, 5 METs = 17.5 mℓ/kg/min) 

     17.5 mℓ/min×60 kg×30min = 31,500mℓ = 31.5 ℓ 

     31.5 ℓ×5 kcaℓ = 157.5 kcaℓ 

  ∴  158 kcaℓ  

 

 【例題-7】モナーク社製の自転車エルゴメータを, 2.0 kp, 60 rpm (回転数)に設定してトレーニン 

           グさせた時の運動強度は, 何 kpm/min, 何W, 何 kcaℓ/minか？ 

  A. 2.0 kp×6m×60 rpm = 720 kpm/min 

    720 kpm×0.163W = 117.36 W                     ; 1kpm/min = 0.163 Wとする 

  117.36 W×0.014 kcaℓ/min ≒ 1.643 kcaℓ/min        ; 1W = 0.014 kcaℓ/minとする 

  ∴  720 kpm/min, 約 117 W, 約 2 kcaℓ /min 

 

 【例題-8】モナーク社製の自転車エルゴメータを, 2.0 kp, 60 rpm(回転数)に設定してトレーニング 

           させると, 1分間に何 kcaℓ/minのエネルギーが消費されるか？ 

  A. 自転車の機械的な仕事量は, 人が消費するエネルギー量より小さく, 自転車の運動効率は約 

     23%とされている. 従って, 自転車運動の運動効率は, 人：自転車＝100 : 23 = x : 1.6の関係 

     が成り立つ. つまり,  

     100 : 23 = x : 2    23x = 200    x = 8.695 kcaℓ/min  

  ∴ 約  9 kcaℓ /min 

 

 【例題-9】1分間に 3 kcaℓのエネルギーを消費するような自転車運動をさせたい時, 運動強度は 

          何Wに設定すべきか？ 

  A. 1 W = 0.014 kcaℓ   3 kcaℓ÷0.014 kcaℓ = 214.28 W 
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  ∴  約  214 W 

  

 

 【例題-10】減量を目的に週 3回のペースで 1回に 30分間, 運動強度 120 Wの自転車運動を行って 

            いる.  

            1) 1分間に何 Kcaℓを消費する運動になっているか？ 

  A. 0.014 kcaℓ×120W = 1.68 kcaℓ/min 

            2) このペースで 3ヶ月(1ヶ月= 4週) 継続すると, トータルでどの位のカロリーが消費 

            できるか？ 

  A. 1回 30分×3回= 90分/週     90分/週×12週 = 1,080分 

     1,080分×1.68 kcaℓ = 1,814.4 kcaℓ 

  ∴  約  1,814 kcaℓ  

           3) この運動に使われたエネルギーの全てが体脂肪に由来したとして, 3ヶ月後の体脂肪 

            量の減少はどれくらいか？ 

  A. 1,814 kcaℓ÷7 kcaℓ = 259 g = 0.26 kg 

  ∴  約 0.3 kg 

 

 【例題-11】体重 55 kgの人が 90 m/minのペースで平坦な道を 80分間ウオーキングした.  

            1) この時の運動強度は何 METsになるか？ 

  A. 水平な場所の歩行速度 1m/min当たりで約 0.1mℓ/kg/minに相当する. 従って,  

     0.1 mℓ/kg/min×90 m/min = 9.0 mℓ/kg/min つまり,  

     9.0 mℓ/kg/min + 3.5 mℓ/kg/min = 12.5 mℓ/kg/min    (安静時 1MET= 3.5 mℓ/kg/min) よって, 

     12.5 mℓ/kg/min÷3.5 mℓ/kg/min ≒ 3.57 METs 

  ∴  約 4 METs 

            2) 何 kcaℓのエネルギーが消費されるか？ 

  A. 12.5 mℓ/kg/min×55 kg×80 min = 55,000 mℓ/kg/min = 55 ℓ/kg/min 

     55 ℓ×5 kcaℓ ≒ 275 kcaℓ 

  ∴  275 kcaℓ  

  

 【例題-12】体重 80 kgの人が時速 8 kmで斜度 5%のトレッドミルでランニングのトレーニング 

       をした. この時の運動強度は何 METsか？ 

   A. 水平移動に使われる酸素消費量：0.2 mℓ/kg/min×133 m/min = 26.6 mℓ/kg/min 

      垂直方向に使われる酸素消費量：0.9 mℓ/kg/min×(133 m/min×0.05) ≒ 5.985 mℓ/kg/min 
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                                        26.6 mℓ/kg/min + 5.985 mℓ/kg/min + 3.5 mℓ/kg/min  

                                         = 36.085 mℓ/kg/min 

                                        36.085 mℓ/kg/min÷3.5 mℓ/kg/min ≒ 10.31 METs 

  ∴  約  10 METs 

 

 【例題-13】体重 80 kgの人が時速 8 kmで斜度 5%のトレッドミルで 60分間のランニングのトレ 

            ーニングをした. 約何 kcaℓ 消費されるか？また, 消費したエネルギーの全てが脂肪 

            に由来したとすると, 何 gの体脂肪が減少したことになるか？ 

   A. 26.6 mℓ/kg/min + 5.985 mℓ/kg/min +3.5 mℓ/kg/min = 36.085 mℓ/kg/min 

     36.085 mℓ/kg/min×80kg×60min = 173,208 mℓ/kg/min = 173.208 ℓ/min 

     173.208 ℓ/min×5 kcaℓ = 866.04 kcaℓ     866.04 kcaℓ÷7 = 123.72 g 

  ∴約 866 kcaℓ , 124g  

 【例題-14】体重 91 kgで, 体脂肪率が 20 %の男性が望ましい体脂肪率(%Fat=15)にするには脂肪 

            を何 kg減量したら良いか？ 

   A. 体脂肪量 = 91kg×0.20 = 18.2kg 

      除脂肪量 = 91kg – 18.2kg = 72.8kg 

      望ましい体重 = 除脂肪量÷(1.00 – 望ましい体脂肪率) 

      望ましい体重(%Fat = 15) = 72.8kg÷(1.00 – 0.15) = 72.8kg ÷ 0.85 ≒85.6kg 

      体脂肪の減量 = 現在の体重 – 望ましい体重 = 91kg – 85.6kg = 5.4 kg 

  ∴  約 5.4 kg 

 

 【例題-15】体重 91 kgの人が 5 METsの水泳を 1日当たり 100分間, 1週間に 3回実施して体脂 

            肪 5.4 kgをこの運動だけで減量するには何週間かかるか？ 

            (体脂肪 1 kgの熱量 = 7,000 kcaℓ；1 MET = 1 kcaℓ/ kg /h とする) 

   A. 体脂肪量 5.4kgを減量するには：7,000 kcaℓ×5.4 kg = 37,800 kcaℓ消費すれば良い 

      1回の運動で消費されるカロリーは：5 METs×91kg×(100÷60) = 755.3 kcaℓ 

      1週間 3回で消費されるカロリーは：755.3 kcaℓ×3 = 2,265.9 kcaℓ 

     何週間で 37,800 kcaℓ消費するか：37,800kcaℓ÷2,265.9 kcaℓ = 16.6週(約 4ヶ月) 

  ∴  約 16.6 週  
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F負 荷による   容量負荷による

しヽ崚肥大     ●員lE大

く資料‐20>心麟肥大のタイプ
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く資料,1>運 動強度とエネルギー供給源
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く資料‐22>有酸案性運動で使われるエネルギー源
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く資料 23>運動強度と囃 循環器系機津の関係

■       1  時 田 (分)

く資料 24>運動強度と酸素技取量及びt中数との関係
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く資料‐25>運動強度とこ輛数とのB54(1)
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A:|1カ が弱い人
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C:体力が強い人
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く資料 26>運動薇度と心拍数の関係ω

く資料 27>mほ から消費カロリーを求める補正係数

く資料 28>各種作業や運動のRMR
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く資料,9>自党的運動強度の Borg 8Cale
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く資料 311>13の酸豪消費●Iに対応するカロリー
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く賃科32>運勲強度と血中乳酸濃度及0菫中ノルアドレナリン濃度との関係



く資料‐33>年齢別の適正運動強度K・/・Vo2maxD

と予灘,動数
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く贅利●4>有酸秦性運動時の酸秦接取量曲線

く資料●5>年齢別にみた運動強度別の必要運動時間
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く資●136>運動の実施回数 週単位)と効果・疲労の関係



く資釉 7>運動処方(強度・時間・顔疲)のガイ ドライン
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く贅綽 8>運動強度男1の予測心輛数
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く資お 9>麟器・組織の姜縮 く資

…

加齢に伴う身体組織の変化



□ 体内螂 脂l17=  □ 皮下鮨機
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く資紳 1>皮下1旨肪量と体内深部脂肪量の年齢変化

く資料42>50歳 から70歳にかけての生理的機籠の老化
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く資料44>運動強度 運動効果・ 危険性の関係
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く資料
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党的運動強度と運動効果



く資H47>運 動プログラムの一般例く資料46>運動の目的別にみた至適エネルギー

消費量
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く資料 49>肥満の分類

1遭あたり

1原発|■肥満 (単純性肥滴)

Π 二次性lt満 (症候性肥満)

1内分泌性肥満

甲状線機能低下症―粘液水腫

偽性轟1甲状腺機能

`下

症

インスリノーマ

CusIIng症候群

stch Laenthal症候群

性腺機能低下lE

2遺伝性肥満 (先天異常掟塚群)

Bttet llledl症 候群

Prader V li症候群

3視床下部性1巴満
視床下部性層蕩

emp● seua症候群

FЮhllch症候群

く資H‐48>2城分モデルによる体重の構成要素

盗

20001●・ 1 20001 etl

B バランスがとれている

2 300 oa1       2 0001● ●l

2000o● 1     17001●
=l

●やせ型

エネソレギー・バランスと体重く資料う0>



電あま岬ン

＼ 1/
動脈硬化

く資料う0>内臓脂肪蓄積の成因と代謝異常

く資料 51>脂肪滴の走査電子顕微鏡写真 く資H52)内剛鴨防増加による高中性脂肪血症

腹部型肥浦         臀部大睫部型昭溝

く資料

“

>4jl訪 細胞の分布からみた肥満のタイプ

円脈皿中のFFA濃度上昇

インスリン感受性の低下



く資料

“

>内脚情肪面積による1巴満のタイプ
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く資料‐

“

>食事制限と運動による減量効果

く資料-57>緒尿病の判定基準

際日肪壼 (kg)

露理慶刊崎数優)く 資料

“

>糖尿病一次予防のための基本的な運動

プログラム

有酸素性運動

ウォーキング 0

ジョギング O

バランスポールエクササイズ

(座位)
◎

水中ウォーキング ◎

水泳 0

筋力強化運動

ゴム′ヽンドエクササイズ ◎

ダンベルエクササイズ ◎

筋力強化運動 (露臭なし) ◎

レクリエーシ

ョン

ポールレクリエーション 0

ストレッチ ◎

◎ :積極的に指導,01指導可能.

基準値
空臓時血糖 (FPC)く 110m9/dヽ 2時

F.5値血橋 120m9/dl     _____

糖晟病

FPC≧ 126 mg/dま たは2時 P・5値 ≧

200 mg/d'

その他 HbA“ ≧65% あるいは英型
的な績尿病症状か糖尿病性網膜症がある

かなどで評価する

境界型

100 mg/di≦ FPGく 126m9/dlある

ぃは 140 mg/d≦ 2時 間値く200

m9/d



く資料‐

">式
表的な低血糖の徴候

以下の数候が出たら,必ず運動を中止して,キ
ャンデイや砂薔などを口にする

1 空臓感    ‐

2 働悸 頻脈
3 饉職 (ふるえ)

4発汗 (冷や汗)

5:めまい         |
0蛸
7 不安感 ろれつがまわらない
a鵬気

く資料 60>機躍病患者に対する運動指導の注意点

じる選ば .`

以上を凛則として,イ ンスリンや薬を霰用している人は主治医
の指示に従つて通動する。

血薔や体菫が徐々に改書していくような 自分にあった重動をみつけていく。

そのためには,定期的に,,時および運動中の血珀●を渕定するのがよし`.

ifl],.rrir.n,,'z * (tt t:.lt' 3oo ms/dl u-t) Ititrft t uau'
,. tt+tEo*"t,at\6 i e (80-1OO ms/d EEaStt[tfiEilt L'l" l,}tfrl6t
る).

3 競水状態に陥っていないこと (水分が不足している場合には十分に補綸する)。

4 インスリンを使っている人は.連動する●には足や臓にはインスリンを注射しな
い。

5 しつかり運動する場合 食後 1、 2時日がすすめられる。

6 颯動は有
…

動を主体とし,極度に疲れないこと (■酸栞佳運動に筋力選動を加えることもよtヽ).

7 通3～ 5日 1回あたり15～ 60分口 軽～中程度の螢度でおこなうこと (楽である～ややきついと感


