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はじめに





女性が長生きする理由

1. 女性ホルモンのエストロゲンが血圧を下げたり、悪玉コレ
ステロールの血中濃度を下げる働きがあるため

２．基礎代謝量が女性の方が少なく、少ないエネルギーで生
きていける。つまり環境の変化に適応しやすいため

3. 健康意識が女性の方が高いため



廃用症候群は、筋力低下、筋や骨組織の萎縮、関節の拘縮（筋肉が
持続的に収縮して動きづらくなること）、心肺機能の低下、うつ、知的活
動（意欲）の低下などで、特に高齢者にとっては寝たきりの主な原因と
なる。大半の人は、年齢を重ねるにつれて体力が衰え（その状態を「虚
弱」 「フレイル：frailty」という）、何らかの病気にかかり、いつかは必ず
最期を迎えることは誰にも避けられない。

検査の数値を基準にして健康であるかどうかというより、むしろ自立し
た生活を送れているかどうかの方が問われることで、その意味で健康
寿命というより「自立寿命」といった方が適切ではないか？

＊自立寿命を伸ばすには、運動やトレーニング、食事によっ
て、筋を鍛えて体力をつけ、衰えてしまった体力を回復させ
ることが重要！

自立寿命





「嫌老社会」から「賢老社会へ」
五木寛之著「孤独のすすめー人生後半の生き方ー、中央公論新社、2017年発行」

高齢になってもそれなりに働き、「稼ぎがあるから、今のところは年金
はいらないよ。国のお金は、若い人の子育てや教育に回してほしい」と
言い、それを実行する老人に対して、「ヘイト」感情を抱く人間がいるだ
ろうか。ヘイトどころか、「わたしも、年を取ったらああなりたい」という目
標になるはずだ。そういう老人の姿に、新しい希望を見出す若い人だっ
て、きっといると思う。

それは嫌老ならぬ「賢老」という生き方です。そんな自立した老人たち
が生き生き暮らす世の中を「賢老社会」といっていいと思う。

まず自分の足で立って歩くことを考えようではないか。

できるだけ社会保険の世話にならない覚悟で生きていく、なにも肩ひ
じ張らずに高齢社会を生きる老人の自然な姿、「賢い生き方」なのでは
ないだろうか。

「よりよい生き方」の最たるものは、「社会貢献」であるはずだ。働くこと
に生きがいを感じられるものなら、年齢制限なく、そうすべきである。



健康とは



健康の意味
健は「聿（筆の源字で、筆を手でたてて持つさま）＋廴
（歩く）」の会意文字で、すっくとたつ、からだを立てて歩く
の意を含む。建が単に、たつの意となったため、健の字で、
からだを高く立てて行動するの原義を表すようになった。

康は「米印＋音符康〔コウ〕（糸巻きのかたいしん棒）」で、
かたい筋のはいった穀物の外皮のこと。糠〔コウ〕（米ぬか、
もみがら）の源字。転じて、じょうぶでかたい、筋が通って
いるなどの意となる。

出典：学研 漢字源 新版



健康の理解-１
ＷＨＯの健康の定義

健康とは、完全な身体的、精神的および社会的によい状態であって、
単に、病気や欠陥のないことだけではない。そして、それは人種、宗教、
政治的概念、経済的あるいは社会的条件の差別なく、各人の基本的権
利の一つである。

まめ

「まめ」とは、こころとからだがまめが転がるように調和してスムーズにま
わり、どこにも(社会)ひっかからずに、コロコロと転がって行く様をいう。す
なわち、健康ということは、形態と機能、さらに体と心との全体の働きあ
い（全機性）としてのたてまえからみたもの。

河野裕明（－こころ《心》とからだ《身体》ー）

「心と体は、もともと直観的有限の自然では、一体化されている。『からだ』とは、漢字
で『身体』と表現する。それは、身《ミ》と体《カラダ》の合体したもので、身《ミ》とは、『身
を鵜毛の軽きにおいて、お国のために死ぬ』という言葉のように、日本文化でも人格上
の心の位相を表現するが、体《からだ》は、具体的機能を表現するに過ぎない。両者
が合体してはじめて『からだ』になるのである」



健康の理解-２
杉 靖三郎

健康の本当の意義は、すべての病気をなくするという夢のようなことで
はなく、与えられた環境（職業）の中で支障なく力いっぱい働いて受ける
能力だといえよう。また、環境は絶えず変わっていくものだから、健康と
は、毎日の襲い掛かる無数の微菌や気象の変化による刺激・食物など、
環境の変化に対して、次々と適応する連続作用であろう。

宮側敏明（帝塚山学院大学）

健康とは、自分の個々の目的を達成するために、あらゆる環境とうまく
適応し、その目的達成の感激を味わえることである。

米山公啓

絶対的健康はありえない。健康は定義できない。健康はイメージとして
あっても、数値や検査結果では存在しない。「自分の目標設定したこと
を、苦痛なく遂行できる」という定義が、病気との共存という意味も含ま
れ、新しい健康感ではないだろうか。病があったとしても、自分のやりた
いことが自分の許容範囲でできれば、それは健康であるということだ。



健康づくりへのアプローチ

石川兵衛 文光堂 改変

一病息災

持病が一つくらいあ
る方が、無病の人よ
り健康に注意し、か
えって長生きできる
ということ。

健康は健康度ではかる



新しい健康観
医療や医者任せにしている時代ではない。

患者一人一人が、自分の健康論や信条を持つべき
時代である。その中で、自分ができることは何かを
考えていくべきである。

私たちが今考えなければならないのは、自分が満
足する健康論を自分で見出さなければならないとい
うことだ。

健康であるという答えはどこにもなく、あるのはその
人の生き方にあるのではないだろうか。

「米山公啓著 健康という病」 集英社



「診るから見るへ」
1816年に、ルネ・ラオフォル・ヤサン

ト・ラエネクによって発明された聴
診器によって疾病を見ることが

可能となった。

私たちは何によって
健康を見るのか？

生活習慣病は沈黙の
病気といわれる。それ
は見えない（無自覚）
病気。

健康診断が見えるも
のにしてくれる。

健康を見る

宮側作図2006



皆さんも健
康を見分け
るキーポイ
ントを見つ
けてね！

舌で病気が
見れる？

目の血管状態は？

肌の色は？

目の色は？

歩き方は？

健 康 を 見 る



運動とは



随意運動と不随意運動
随意運動

voluntary movement

随意運動とは、生物の行う運動の
中でも、自己の意思あるいは意図
に基づく運動のことをいう。

随意筋収縮
（voluntary muscle contraction）

随意筋

不随意運動
involuntary movement

付随運動あるいは反射（reflex）運
動とは、自己の意思によらない、あ
るいは無関係な運動のことをいう。

不随意筋収縮
（involuntary muscle contraction）

付随意筋



肘関節屈曲筋
elbow flexor

拮抗作用で関節が動く



骨と骨格筋の数は？
身体には、約206
個の骨がある

平滑筋、心筋を合わせると約600個
の筋がある。

＊一歩進むのに使う筋の数は、約
200個である。

＊笑顔に使う筋の数は、約17個で
ある。

＊しかめ面に使う筋の数は、約43個
である。

骨 筋

成人男子の
骨総重量は、
約1㎏

身体には、約400
個の骨格筋がある



脳のしくみ 岩田誠監修 ナツメ社

運動は脳から発現する

意志が働いて石をとる

随意運動の機構



形 態
構 造
機 能

神 経
代 謝
機 序

筋 肉

生きている
（解剖学）

うまく
生きている
（生理学）

たくましく
生きていく

（運動生理学）

停止

始動

運転

エンジン

ヒトのからだは熱機関

ドライバーは誰？ 脳

運動

メインテナンス
の三原則

１．使わないと錆びる

２．適度に使うと調子
が良い

３．使いすぎると故障
する

宮側作図 2013

ヒトの細胞は、
1日18万個死滅する。

20歳の頃：約140億個
20～90歳：約46億個減少
（70年間）
46億個÷日数＝18万個／日

（脳の手帳， 久保田 競 他著 講談社）



ルーの使用三原則
トレーニングの原則で、そのもとになる考え方
である。

人間の持つ機能は、

①使わなければ退化する

②適度に使えば発達する

③使いすぎると萎縮してしまう

ヴィルヘルム・ルー（ドイツ）

（Wilhelm Roux）

廃用性萎縮





太ももが太いと
死亡率は減少する



運動処方とは



運動（Ｅｘｅｒｃｉｓｅ）と健康（Ｈｅａｌｔｈ）
運動は身体に刺激を与えて発育・発達を促進する。また、
血管の弾性を高めて動脈硬化を防止し、呼吸・循環機能を
高め血圧の上昇や心臓への負担を軽減し、加齢による生
理機能の低下を抑制する。さらに、ストレス解消などの心理
的効果などが認められている。

しかしながら、運動をすれば誰でも健康になれると短絡化
して考えるのも問題である。「運動」と「薬」には1つの共通点
がある。いずれも「体にとって良いもの」である反面、扱い方
を間違うと、時として「毒」になることである。

「薬」には、古くから症状や年齢、体質に合わせて、薬の種
類や量、食前か食後に飲むかなどの処方が与えられている。
運動を行うにあたっても、こうした基本を考慮に入れておく
ことが、運動による健康づくりには重要なことである。



宮側作図 2011

薬
薬は、濃すぎ
ると毒になり、
薄すぎると効
かない。
適度の濃度
がよく効く。

運動薬に値段があれば、
世界で最も高価である。

医学における処方箋 薬のさじ加減 運動処方箋 運動薬

運動処方
運動薬は、強
すぎると毒に
なり、弱すぎ
ると効かない。
適度な強さ
がよく効く。

健康づくりには運動薬がよく効く



国際競技 V.High.P

High.P

Middle.P

Low.P

V.low.P

V:very
P:power

国内競技

健康・趣味

未 病

疾 病

スポーツ

運動薬

トップアスリート養成のための運動

アスリート養成のための運動

体力づくりのための運動

健康づくりのための運動

治療のための運動

運 動 対 象 強 度 目 的

宮側 作図 2011

運 動 の 分 類

（60%強度）





高尿酸値に対する運動療法



アメリカスポーツ医学会（ACSM)と
アメリカ疾病予防センター（CDC）の報告

すべての成人は、健康増進のために、

①1回に少なくとも8分～10分程度

②中等度の有酸素運動

③1日に30分以上

④1週間の内ほとんど毎日、望ましくは毎日行う。

運動の５条件＝強度・時間・頻度・期間・様式

運動量＝強度×時間×頻度



１日のトータル運動時
間で考えるとよい！

運動の実施時間は？





運動すると
長生きできる



Paffenbarger博士は、歩行や階段昇降な
ど、体を動かすことで、1週間あたり2000kcal

以上消費する人は、そうでない人にくらべて
死亡率が低いことを示した。

週に2000ｋｃａｌを消費するには、1日300ｋｃａｌを
消費する必要がある。

厚生労働省は、「21世紀における国民健康
づくり運動（健康日本21）」のなかで、「1日1
万歩く」ことが理想的であるとしているが、こ
の1万歩という距離はほぼ300ｋｃａｌを消費
する運動である。

しかし、普通に生活していても、30歳代では
8,000歩、60歳代でも7,000歩は歩いている
ので、あとは不足分を歩けばよい。

心臓血管疾患発症の

リスクも低下

世界中にインパクトを与える

運動すると長生きできる



日常の運動が多い人ほど死亡率は低い



1マイル＝1.6㎞

4.8㎞

4.8～12.8㎞

14.4㎞～

（距 離）

歩く人ほど死亡率は低い



速歩きは長生きの素
歩く速度の速い高齢者ほど長生きすることを、米国ピッツ

バーグ医科大学のステファニー・ストーデンスキー博士は、5０
０人近い高齢者の日常生活での歩行速度を測定し、9年後に
同じ人たちの健康状態を調査した結果、明らかにする。

① 歩き方が遅かった人たち・・・・・・・７７％がすでに死亡

② 中等度の速度の人たち・・・・・・・・５０％がすでに死亡

③ 歩行速度が速かった人たち・・・・・２７％がすでに死亡



生命力遺伝子
飢餓（倹約）遺伝子：飢餓に打ち勝つ。

延命（長寿）遺伝子：飢餓状態において生きる。

サーチュイン遺伝子：人間の体内に存在している50兆の細胞の中
にある遺伝子をすべてスキャンして、壊れたり、傷ついたりしている遺
伝子を修復してくれる。

繁殖遺伝子：飢餓状態の時こそ出生率を高める。

免疫遺伝子：感染に打ち勝つ。

抗癌遺伝子：癌と闘う。

修復遺伝子：老化や病気を治す。

＊体内の生命力遺伝子はその病気を治癒・予防するために働くが、食
べ過ぎたときに働く生命遺伝子はほとんどないために、飽食と誤った食
生活によって病気になっている人が、あとをたたない。



長寿遺伝子（Sirtuin）
長寿遺伝子（Sirtuin）をオンにする方法とは？

①適度の運動：

（ウオーキング以上、ジョギング以下、少し汗ばむ程度）

②カロリー制限：

（腹7分目、日々の摂取カロリーを２５％ほど減らす）

③レスベラトロールの摂取：

（赤ワイン、Sir2に直接関わり活性化する）

④よく噛む：

（刺激が脳に伝わる、ヒスタミン神経）

ポッケにキシリトールガム



座りっぱなしは病気を招く
―３０分に一度は動こう―

「健康づくり」No471、2017年、公益財団法人、健康・体力づくり事業財団



座位行動とは？
• 座位行動とは、「座位、半臥位または臥位の状態で
行われるエネルギー消費量が1.5メッツ以下のすべ
ての覚醒行動」と定義されている。

• 椅子に座って仕事やインターネットをすること、ソ
ファーに寝転んでテレビを見たりすることが、座位行
動にあたる。

• 仕事はデスクワークで8時間の勤務の大半を座って
仕事している場合、それは、“座位行動の過多”と判
断される。

• 近年、世界的に座位行動が増加傾向にある。



テレビ視聴時間と死亡率との関係
• 現代人にとって座位で行う行為で代表的なものは、テレビ
の視聴である。

• オーストラリアの研究で、1日のテレビ視聴時間を「2時間未
満」「2～4時間未満」「4時間以上」に分け、各群の死亡率を
比較すると、1日４時間以上テレビを見ると回答した群では、
それ以下とした群に比べて、総死亡率と心血管疾患による
死亡率が有意に高いことを示した。

• 1日2時間のテレビ視聴は、総死亡率リスクを13％増加させ
る。







Serum
血清Plasma

血漿





運動は脳を
活性化する



運動は脳を活性化する

運動が「脳の神経細胞を育てる」というのは、{「脳を鍛えるには
運動しかない！｝の著者、ハーバード大学医学部のジョン．J．
レイティ博士である。

「運動すると、脳由来神経栄養因子（BDNF）という物質が脳の
中で盛んに分泌される。このBDNFが、脳の神経細胞（ニューロ
ン）や、脳に栄養を送る血管の形成を促すことが明らかになって
いる。

「ニューロンの数を増やすために最も効果が期待できるのは、運
動である。さらにものを覚えたり認知機能を高めるために必要な
神経結合を増やしたり、ドーパミンやセロトニン、ノルアドレナ
リンといった思考や感情にかかわる神経伝達物質の分泌を促す効
果も、運動にはある。



よみがえる脳、生田 哲著 講談社

環境富加の実験モデル
細胞体と樹状突起
情報を受け取る

軸索
情報を伝達する



グリノーゼは、イリノイ大学
アーバナ校で、環境富加に
よって、生まれた新しい樹状
突起を電子顕微鏡で映し
出した。

樹状突起は、学習やエクサ
サイズ（運動）、仲間との関
わり合いによって生まれたも
のであることや、軸索は、脂
肪で覆われる髄鞘化が促
進し、情報の伝達スピード
が桁違いに増すことも証明。

環境富加のネズミは頭がいい

よみがえる脳、生田 哲著 講談社



脳からでる覚醒剤



歩く→セロトニン神経が活
性化→前頭前野全体の働
きがよくなる→脳がよく働く

老化は脚から

健康は脚から
（下半身）

心臓は動脈のポンプ
（第一の心臓）

筋肉は静脈のポンプ
（第二の心臓）

脳への刺激はかかとよりつま先の方がはるかに大きい。だから、日本古来の歩き
方であるすり足は、脳への刺激がかなり大きく、脳を活性化させる歩き方である。

ヒトの大殿筋は、
動物で最も大きい

ヒトの大きな筋肉は、体の４０％以上を
占めるが、そのうちの７０％は下肢にある

脳への刺激が大きい

脳への刺激が
最も大きい

脳への刺激

歩けば頭がよくなる



メカノレセプター：全身
にある脳への刺激を伝
える「感覚センサー」で
あり、足の裏の母趾あた
りに多く存在する。

橋の縫線核：
セロトニン神経の細胞体

歩けば脳が活性化する
有田秀穂 WAC BUNKO

宮側改変（２０１７）



前頭前野
（血流がよくなる）

縫線核のセロトニン神経
（活性化）

前脳基底部

大脳
（働きが変わり、心の状態が変わる）

セロトニン神経の活性化

脳のしくみ 岩田 誠 ナツメ社

セロトニン神経が活発になれば、心や脳
に良い影響を与える。具体的には、不安
などが取り除かれ感情が安定し、頭の働
きが活性化する。

運 動



運動は健康の
特効薬



歩けば脳が活性化する
有田秀穂著 WAC BUNKO

リズム運動によって脳神経系の変化が起こり、その
結果として、脳内セロトニンが増え、血液の変化が
起こったものと考えれる。血管中のセロトニンは脳内
であふれた形である。



運動は鬱を予防する



讀賣新聞朝刊
2008年10月2日





認知症のメカニズム
認知症の中で最も多いのが「アルツハイマー型認知症」で
ある。

脳の中にある海馬（記憶の中枢）が萎縮すると記憶障害が
起こる。

海馬は、GPSのような機能も果たしているので、道を忘れや
すくなる。

脳のMRIを撮ると認知症患者の脳は、縮小しているため黒
い隙間が大きいことが分かる。

認知症の原因となるのは、脳に溜まった「アミロイドβタンパ
ク質」である。いわゆる脳のゴミである。

最近では、簡単な血液検査でMCI（Mild Cognitive 
Impairment;軽度認知障害）のリスクが早期に分かるように
なってきた。



運動はアルツハイマー予防にも

海馬や視床下部に多く存在するタンパク因子である脳由来神経栄養
因子(BDNF)は、神経細胞の発生、成長、代謝調整を活性化する。運
動はこうしたBDNFを脳内に増やしてくれる。脳内にBDNFが増えると、
ニューロンとニューロンの接触部(=シナプス)の結合が促進される。つ
まり、学習や記憶などの脳機能が向上する。

かならずアルツハイマーになるように遺伝子を改変されたマウスを
使った実験でも、運動によってBDNFが脳内に増えたと確認されている。

また、フィンランドで、約1,500人の中年男女を対象に21年に亘って行
われた追跡調査からは、週に2回以上の運動を行っていると認知症の
発症率が半減することがわかった。

老若男女、頭を良くするためには、勉強や脳トレのみならず運動する
ことが実はとても重要だった。



運動すると健康になれる



階段上りや下りは筋と呼吸循環機能を鍛える

運動量（ｋｇ・ｍ）＝体重×移動距離

60㎏×10ｍ＝60ｋｇ・ｍ

60㎏×0ｍ＝0ｋｇ・ｍ

階段上りはしんどい！ 階段は最高の筋トレと
スタミナづくりマシーンだ！

・1分あたり約7キロカロリーの消費。
ということは、
・ビルの1階から8階まで登ると130
段で30キロカロリーの消費。
・階段の上り下りは、太ももの前側
の筋肉である大腿四頭筋を使う。

やがて



運動は健康の特効薬

２．運動は、体温の上昇による免疫力向上、癌の予防や骨密度を高め、骨粗鬆症の
予防効果をもたらす。

３．運動は、糖尿病、高脂血症、血圧などの改善をもたらす。

４．運動は、脳を刺激して、脳年齢を若くし、ボケ予防になる。

５．運動は、脳由来神経栄養因子（BDNF）を増やし、アルツハイマー型認知症を予防
してくれる。

６．運動は、鬱病の予防・回復・再発率低下をしてくれる。

 運動を生活の中に取り入れ、習慣化させて継続的に実施することし
か健康を勝ち取れる道はない。

１．運動を至適に実施することによって、呼吸循環機能を高め、血管年齢を若くし、ま
た、ストレスからの解放と精神的安定をもたらす。



スーパーエイジャー
80歳を過ぎても50歳代と同じレベルの脳の機能を持つ人。

米国のノースウエスタン大学の研究チームが、スーパーエイ
ジャーは加齢による脳の萎縮率が通常の半分以下だったと
発表する。

「ながら時間」：何かをしながら、もう一つのことをすることを
心掛けるとよい。

限界に挑戦する「情熱」こそが、脳の萎縮を遅らせている可
能性がある。
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