
パワーズ運動生理学パワーズ運動生理学
　　体力と競技力向上のための理論と応用　　　

Exercise Physiology 
Theory and Application to Fitness and 
Performance
Tenth Edition

著

Scott K. Powers
University of Florida

Edward T. Howley
University of Tennessee

日本語版監修

内藤久士
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科長/教授

柳谷登志雄
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科先任准教授

小林裕幸
筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター長/水戸協同病院総合診療科教授

髙澤祐治
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科教授
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日本語版監修者の序

　“Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance”の
初版は，1990年に出版された。以来，ほぼ3年に1度のペースで改訂を重ね，運動生理
学の基礎を押さえつつも常に最新の研究成果を反映した進化し続けるテキストブック
として，現在では世界5か国語（スペイン語，ポルトガル語，ギリシャ語，中国語，韓
国語）に翻訳がなされている。
　私がこの初版に出会ったのは，研究者としてまだ一歩を踏み出したばかりの頃で
あったが，豊富な図表を手がかりに英文テキストを読み進むにつれ，運動生理学の世
界に引き込まれていく不思議な感覚に襲われたことを今でも憶えている。その後すぐ
に縁あって，本テキストブックの著者の一人である，フロリダ大学スコット K. パワー
ズ博士の元への留学を果たす機会を得たが，以来，このテキストブックを翻訳版とし
て日本に届けることは私の長年の夢でもあった。
　本書は，2018年の英語版原著第10版の日本語版である。現在はカラー刷のテキス
トブックとして高い完成度を誇り，Section 1では運動生理学を理解するために必要
な基礎的な知識を，Section 2では健康づくりを支える運動生理学的知識を，そして，
Section 3では競技力の向上を支えるための運動生理学的知識が巧みにまとめられてい
る。生命科学が著しい発展を遂げている現代では，運動に対する体の応答や適応の仕
組みを理解するためには，生理学的知識のみならず，分子生物学・生化学・医学等々
の基礎的知識も身につけていなければならない。本書はこれら運動生理学を取り巻く
関連領域の情報をうまく取り込みながら，より幅広い観点から運動生理学を理解でき
る内容となっている。また，本書の特色でもある「専門家に聞く」，「研究の焦点」など
のコラムは，知識の幅を広げ，かつ理解を深めることに重要な役割を果たしている。
さらに本書は，単に専門的知識を授けるだけではなく，なぜ，運動生理学を学ぶ必要
があるのか，そしてその知識をどのように活かすのかに注意が払われている。2人の
著者が一流の研究者としてだけではなく，優れた教育者としても活躍していることを
理解することができるであろう。
　運動やスポーツに関わる指導者，教育者，研究者，健康運動指導士，理学療法士，
スポーツドクター，そして，将来，運動やスポーツ，そして健康づくりに関わる事を
志す学部学生や大学院生，さらに将来を担う若手研究者にぜひとも読んでいただきた
い。
　最後になるが，日本での2回目のオリンピック・パラリンピックが開催される直前
に，この素晴らしいテキストを日本の読者に届けることができたことは，訳者ら一同
のこのうえもない喜びである。

　　2020年5月
監修者を代表して
順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科長/教授

内藤 久士



vi　　序文

序文

　『パワーズ運動生理学（Exercise Physiology: �eory and Application to Fitness and 
Performance）』の第10版は，これまでのすべての版と同様に，運動生理学，臨床運動
生理学，ヒトのパフォーマンス，運動学（キネシオロジー）/運動科学，理学療法学，
体育学に興味を抱いている学生を対象としている。この教科書の全体を通じた目的
は，学生に最新の運動生理学を理解してもらうことにある。本書はさらに，心肺機能
を評価するための運動テストをはじめとする運動生理学の数多くの臨床応用や，健康
関連の体力あるいは運動パフォーマンスを改善するための運動トレーニングについて
の情報も含んでいる。
　この教科書は，学部上級もしくは大学院初年度における1学期分（15週間）の運動生
理学の講義で使用されることを想定している。15週間の講義でカバーできる以上の
内容を含んでいることは明らかだが，意図してそうしている。あらゆるテーマを網羅
するように書かれているので，教員は講義の目的に合わせて最も重要と考える内容を
自由に選択すればよい。もし望むのであれば，2学期（30週間）にわたる講義（運動生
理学ⅠおよびⅡ）で本書のすべての章をカバーすることも可能である。

今回の改訂で新しくなったこと

　第10版では運動生理学に関する最新の研究成果を取り入れて内容を大幅に改訂し
た。すべての章にわたって記述の更新と追加を行い，新しい囲み記事と図，最新の文
献を加えてある。

新しいトピックと更新された内容
　今回の新しい版では内容の大幅な更新を行った。新しい研究成果を取り入れて各章
の記述の更新と追加を行い，囲み記事を更新もしくは追加し，新しい図と最新の文献
を加えてある。第10版を完全かつ最新なものとするために行った重要な変更は以下
のとおりである。

■ 第0章：エルスワース R. バスカーク（Elsworth R. Buskirk）とフランシス A. ヘレブ
ラント（Frances A. Hellebrandt）の業績を紹介する2つの新しい「偉大な先駆者たち」
を追加した。

■ 第1章：「推薦図書と重要論文」を更新し，最新の「引用文献」を追加した。
■ 第2章：ストレスに対する細胞の適応において熱ショックタンパク質が果たす役割
についての議論を更新した。

■ 第3章：骨格筋でみつかった2種類のミトコンドリア集団の構造と機能を紹介する
新しい図と囲み記事を追加した。

■ 第4章：いくつかの図を更新するとともに，最大酸素摂取量（V
4

O2 max）の測定につ
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いての新しい項を追加した。
■ 第5章：多くの図を更新もしくは追加するとともに，運動中のホルモン応答をまと
めた新しい表を加えた。成長ホルモンとタンパク質同化ステロイドが骨格筋のサ
イズと機能に及ぼす効果に関する新しい情報を追加した。

■ 第6章：運動が免疫系に及ぼす効果に関する最新の研究成果を取り入れて内容を更
新した。

■ 第7章：筋の感覚器官（ゴルジ腱器官と筋紡錘）についての記述を充実させた。サイ
ズの原理に対する例外についての新しい情報を追加した。さらに，中枢パターン
発生器が運動の制御にどのようにかかわっているかについて論じる新しい節を追
加した。「臨床への応用」7.2では，コンタクトスポーツにおける慢性外傷性脳症の
リスクについての議論を追加した。

■ 第8章：運動に伴う骨格筋の肥大において筋衛星細胞が果たす役割に関する最新の
情報を追加した。さらに，運動トレーニングが神経筋接合部の構造と機能をどの
ように変化させるかに関する新しい情報を追加した。最後に，運動に伴う筋痙攣
の原因に関する新しい研究成果を，筋痙攣を予防するための新たな薬理学的アプ
ローチについて論じた囲み記事とともに追加した。

■ 第9章：高齢者における最大心拍数の予測に関する新しい情報を追加した。運動時
の筋血流量の調節についての記述を充実させた。運動時の1回拍出量に対する体位
の影響を論じる「詳しくみてみよう」9.3を新しく追加した。

■ 第10章：運動時の呼吸調節に関する最新の研究成果を取り入れて内容を更新した。
また，運動時の呼吸にみられる性差に関する新しい研究成果を追加した。

■ 第11章：いくつかの図を更新もしくは追加するとともに，細胞内の酸塩基緩衝系
についての記述を充実させた。筋線維タイプ間で緩衝能がどのように異なるのか，
また運動トレーニングが筋の緩衝系にどのような影響を及ぼすのかについて論じ
る新しい項を追加した。さらに，運動時の酸塩基平衡を改善するために用いられ
る栄養補助食品に関する最新の情報を追加した。

■第12章：新しい図をいくつか加えるとともに，暑熱環境が運動パフォーマンスに
及ぼす影響についての議論を追加した。さらに，予冷が運動パフォーマンスに及
ぼす効果を論じる囲み記事を追加した。最後に，最新の研究成果を取り入れて，
寒冷環境での運動についての記述を充実させた。

■ 第13章：大幅な改訂を行ったこの章では，多くの新しい図を追加するとともに，
（1）最大酸素摂取量（V

4

O2 max）に遺伝が及ぼす影響，（2）持久性トレーニングが骨
格筋におけるミトコンドリア容量とミトコンドリア代謝回転に及ぼす影響を論じ
る2つの新しい囲み記事を追加した。さらに，無酸素性トレーニングに対する筋の
適応について論じる新しい節を追加した。最後に，レジスタンストレーニングに
伴う筋の成長を導くシグナル伝達過程に関する新しい情報を追加した。

■ 第14章：この章は内容を大幅に改訂し，慢性疾患の予防における身体活動の重要
性に焦点が当てられている。メタボリックシンドロームに関する節は内容を大き
く更新し，慢性疾患につながる炎症に身体活動と食事が及ぼす影響についての記
述を充実させた。

■ 第15章：身体活動プログラムに参加しようとしている人に対するスクリーニング
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手順についての記述を大幅に改訂するとともに，新しい図を追加した。最大酸素
摂取量（V

4

O2 max）の新しい全国基準に関する最新の情報を追加した。
■ 第16章：最新の「推薦図書と重要論文」と「引用文献」を追加した。
■ 第17章：各種の特別な集団の身体活動に対する米国スポーツ医学会（ACSM）の推
奨事項について新しい情報を追加した。加齢に伴う最大酸素摂取量（V

4

O2 max）の
変化を示した図を新しく加えるとともに，身体活動とがんのリスクの関係を論じ
る「臨床への応用」の囲み記事を新たに追加した。

■ 第18章：内容を大幅に改訂し，ビタミンとミネラルに関する新しい情報を加える
とともに，新しい『米国人のための食事ガイドライン』についての議論を追加した。
身体組成の測定法についての記述を大きく改訂するとともに，肥満の原因と治療
に焦点を当てた。

■ 第19章：ブレンダ・ビグランド-リッチー（Brenda Bigland-Ritchie）の業績を紹介
する新しい「偉大な先駆者たち」を追加するとともに，中枢性疲労と末梢性疲労の
連関についての記述を充実させた。運動時の筋疲労においてフリーラジカルが果
たす役割についての議論を更新し，ケニア人ランナーがなぜ長距離走に強いのか
を説明する新しい情報を追加した。

■ 第20章：最新の研究成果を取り入れて章の内容を更新するとともに，新しい「推薦
図書と重要論文」を追加した。

■ 第21章：次の3つの新しい囲み記事を追加した：（1）持久性パフォーマンスの向上
を制限する生理学的要因は何か？　（2）遅発性筋肉痛の治療，（3）コンプレッショ
ンウェアは競技中およびトレーニングからの回復中にアスリートに利益をもたら
すか？

■ 第22章：新しい図を加えるとともに，女性アスリートの三主徴に関する最新の研
究成果を追加した。最近提案された「女性アスリートの三主徴」にかわる新たな用
語についても論じた。

■ 第23章：ACSMが2016年に発表した栄養とパフォーマンスに関する公式見解から
の新しい情報を追加するとともに，アスリートが筋グリコーゲン貯蔵量の少ない
状態でトレーニングを行うことのメリットと問題点についての記述を充実させた。
アスリートのタンパク質必要量についての記述を充実させるとともに，長距離走
のような持久性運動中に糖質を摂取することの重要性について新たに論じた。

■ 第24章：「高い標高で生活し，低めの標高でトレーニングをする」というトレーニ
ング戦略についての議論を更新した。熱中症の予防と対処についての新しい推奨
事項を加え，気温や湿度の高い環境でトレーニングをする際に参考とされる湿球
黒球温度（WBGT）に関する新たな情報を追加した。

■ 第25章：エルゴジェニックエイドの普及と利用に関する最新データを追加した。
持久性パフォーマンスを改善するための栄養補助食品に関する新たな情報ととも
に，ストレッチがパフォーマンスに及ぼす効果に関する情報を追加した。
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7

この章を学ぶことで，以下のことができるようになる。

■ 学習目標

1. 神経系の一般的な構成を議論する。
2. 神経の構造と機能を述べる。
3. 反射に関与する神経路を説明する。
4. 脱分極，活動電位，再分極という用語の定義を述べ
る。

5. 運動の制御における位置受容器の役割を議論する。
6. 平衡の維持における前庭器の役割を述べる。
7. 随意運動の制御に関連する脳領域を述べる。
8. 自律神経系の構造と機能を述べる。

■ アウトライン

神経系の一般的な機能―150
神経系の構成―150
ニューロンの構造―151
ニューロンの電気的活動―151

感覚情報と反射―158
関節の固有受容器―158
筋の固有受容器―159

筋の化学受容器―161
体性運動機能と運動ニューロン  
―161
前庭器と平衡機能―162
脳の運動制御機能―164
大脳―164
小脳―165

脳幹―165
脊髄の運動制御機能―166
運動機能の制御―168
自律神経系―169
運動は脳の健康を増進させる―171

神経系の構造と運動の制御

■ キーワード

・ 運動感覚
・ 運動単位
・ 運動ニューロン
・ 運動皮質
・ 遠心性線維
・ 活動電位
・ 求心性線維
・ 筋紡錘
・ 空間的加重

・ 交感神経系
・ 興奮性
・ 興奮性シナプス後電位（EPSP）
・ 固有受容器
・ ゴルジ腱器官
・ サイズの原理
・ 時間的加重
・ 軸索
・ シナプス

・ 樹状突起
・ シュワン細胞
・ 小脳
・ 自律神経系
・ 神経細胞体
・ 神経伝達物質
・ 静止膜電位
・ 前庭器
・ 相反抑制

©Action Plus Sports Images/Alamy Stock Photo
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　神経系は体内の情報伝達網であり，何十億もの細胞の
活動を伝達して統合することで，われわれが瞬時に動作
することを可能にする。それゆえ，神経活動は生体恒常
性の維持にきわめて重要である。この章では，神経系に
よる随意運動の制御に重点を置いて，神経系の概要につ
いて説明する。まず，神経系の一般的な機能について説
明しよう。

神経系の一般的な機能

　神経系は， 身体が内部環境および外部環境での出来事
を検知し， それに応じた応答をすることを可能にする。
触覚や痛覚， 温度変化， 化学的刺激を検知することがで
きる受容器は， 環境の変化に関する情報を中枢神経系に
送る5）。中枢神経系はさまざまな経路からの刺激に応答
することができる。応答は不随意的な動作であったり（例
えば， 熱いものに手が触れたとき， すばやく手を引っ込め
る）， あるいは内分泌系からのホルモン放出速度の変化で
あったりする（第5章参照）。身体活動の統合や随意運動
の制御に加え， 中枢神経系は， 情報の保存（記憶）や以前
の経験をもとにした応答パターンの確立（学習）にも関与
している。では， 神経系の一般的な構築からみていこう。

神経系の構成

　神経系は解剖学的に，中枢神経系（central nervous 
system）と末梢神経系（peripheral nervous system）の2つ
に大別することができる。中枢神経系は脳と脊髄を含
み，末梢神経系は中枢神経系以外のニューロン（神経細
胞）により構成されている（図7.1参照）。神経支配という
生理学用語は，神経が特定の器官（例えば，骨格筋）に接
続していることを意味する。
　末梢神経系は（1）感覚神経路と（2）運動神経路の2つの
部分に細分することができる。感覚神経路は感覚器（受
容器）からの神経インパルス（神経信号）を中枢神経系へ
伝達する。中枢神経系へ情報を伝える感覚神経路の神経
線維は，求心性線維（a�erent �ber）と呼ばれる。末梢神
経系の運動神経路は，体性運動系と自律運動系にさらに

細分することができる。体性運動系は骨格筋を支配し，
自律運動系は不随意的な効果器（血管平滑筋，心筋，分
泌腺など）を支配する。中枢神経系から末梢へ情報を伝
える運動神経路の神経線維は，遠心性線維（e�erent 
�ber）と呼ばれる。中枢神経系と末梢神経系の関係を図
7.2に示した。

まとめ

■ 神経系は，身体が内部環境および外部環境での出来事
を検知し，それに応じた応答をすることを可能にす
る。触覚や痛覚，温度変化，化学的刺激を検知するこ
とができる受容器は，環境の変化に関する情報を中枢
神経系に送る。中枢神経系の応答は状況に応じて，不
随意的な動作であったり，あるいは内分泌系からのホ
ルモン放出速度の変化であったりする。

■ 神経系は（1）中枢神経系と（2）末梢神経系の2つに大別
することができる。中枢神経系は脳と脊髄を含み，末
梢神経系は中枢神経系以外の神経である。

■ 末梢神経系の神経線維は，求心性線維と遠心性線維に
分けられる。

・ 大脳
・ 中枢神経系
・ 伝導性

・ ニューロン
・ 脳幹
・ 副交感神経系

・ 末梢神経系
・ 抑制性シナプス後電位（IPSP）

末梢神経系

求心性線維

遠心性線維

特殊感覚

体性感覚

体性運動系

自律運動系
交感神経
副交感神経
腸神経

内臓感覚

中枢神経系

脳

脊髄

図7.1　神経系の解剖学的区分の概要
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ニューロンの構造

　神経系の機能的単位はニューロン（neuron）である。
ニューロンは解剖学的に，（1）神経細胞体，（2）樹状突
起，（3）軸索の3つの部分から構成されている（図7.3参
照）。ニューロンの働きを支配しているのは，核をもつ
神経細胞体（neuron cell body）である。樹状突起と軸索
は神経細胞体から突き出している突起である。樹状突起
（dendrite）は神経細胞体からのびる分岐した細い突起で
あり，神経インパルスを神経細胞体へ伝導する受容領域
として働く。軸索（axon）は神経線維とも呼ばれ，神経
細胞体から別のニューロンまたは効果器に向かって電気
信号（活動電位と呼ばれる）を伝える長い突起である。軸
索の長さは数mmのものから1 mにも及ぶものまでさま
ざまである14）。それぞれのニューロンは1本の軸索しか
もたないが，軸索は多数の分枝に分かれ，別のニューロ
ンや筋細胞，分泌腺に終末する（図7.3）。あるニューロ
ンの軸索と別のニューロンの樹状突起との接合部をシナ
プス（synapse）と呼ぶ（図7.4参照）。
　骨格筋を支配しているような大きな神経線維では，軸
索はシュワン細胞（Schwann cell）と呼ばれる絶縁層で覆
われている。シュワン細胞の膜はミエリンと呼ばれる脂
質タンパク質を大量に含んでいる。ミエリンは軸索の外
側を覆う不連続な髄鞘を形成している。軸索に沿った髄

鞘の間隙はランヴィエ絞輪と呼ばれ，神経伝達において
重要な役割を担っている。一般に，太い軸索は神経伝導
速度が速い14）。髄鞘を有する神経線維（有髄神経線維）
は，無髄神経線維よりも神経伝導速度が速い。有髄神経
線維の髄鞘の損傷は神経系の機能障害につながる。例え
ば，多発性硬化症という神経疾患は髄鞘の損傷によって
発症する（多発性硬化症についてのより詳細な情報は「臨
床への応用」7.1参照）。

ニューロンの電気的活動

　ニューロンには興奮性および伝導性という特殊な特性
があり，「興奮性細胞」とみなされている。興奮性
（irritability）とは，樹状突起と神経細胞体が刺激に応答
して神経インパルスを発生する能力である。伝導性
（conductivity）とは，軸索に沿った神経インパルスが伝
わる性質を指している。簡単にいえば，神経インパルス
とは軸索に沿って伝わる電気信号である。この電気信号
はニューロンの電荷分布の変化を引き起こす刺激によっ
て開始される。この過程の説明を静止膜電位の定義から
はじめよう。

静止膜電位　　ニューロンを含むすべての細胞は， 静止状
態には細胞外の電位に対して細胞内の電位が負となって

中枢神経系
（脳および脊髄）

末梢神経系
（脳神経および脊髄神経）

感覚神経路 感覚受容器

運動神経路

骨格筋

平滑筋
心筋
分泌腺

体性
運動系

自律
運動系

脊髄神経

脳神経

脊髄

脳

（a） （b）

図7.2　末梢神経系の運動神経路および感覚神経路と中枢神経系との関係
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いる。この負の電位は細胞膜内外の荷電イオンの不均一
な分布の結果である。ゆえに，ニューロンは極性をもち，
この電位の差は静止膜電位（resting membrane potential）
と呼ばれている。細胞の種類によるが，静止膜電位は
－5～－100 mVの範囲である。ニューロンの静止膜電
位は一般的に－40～－75 mVの範囲である58）（図7.5）。
　静止膜電位について詳しく説明していこう。細胞タン
パク質，リン酸基やその他のヌクレオチドは負の電荷を
帯びた分子である。これらは細胞膜を透過できないため
細胞内にとどまっており，その結果，細胞膜の外側には
正の電荷が，内側には負の電荷が蓄積することになる。
　静止膜電位の大きさは，（1）さまざまなイオンの細胞
膜透過性，（2）細胞内液と細胞外液の間のイオン濃度の
差，という2つの要因によっておもに決まる64）。細胞内
および細胞外にはさまざまなイオンが存在するが，濃度
が特に高いのはナトリウムイオン（Na＋），カリウムイオ
ン（K＋）， 塩化物イオン（Cl－）であるため， これらのイオ
ンが静止膜電位の決定に最も重要な役割を果たしてい
る64）。細胞内および細胞外のNa＋，K＋，Cl－，カルシ
ウムイオン（Ca2＋）の濃度を図7.6に示した。細胞外では
Na＋の濃度が最も高く，細胞内ではK＋の濃度が最も高
いことがわかる。
　Na＋，K＋などのイオンに対する神経細胞膜の透過性
は，ゲートを開閉できるチャネルとしての機能をもつ細
胞膜タンパク質によって調節されている。この概念を図
7.7に示した。チャネルが開いているときはイオンが細
胞膜を自由に出入りすることができ，チャネルが閉じて
いるときはイオンが出入りできないことに注意してほし
い。覚えておくべき重要な点は，チャネルが開いている
とき，イオンは濃度の高い領域から濃度の低い領域へと
移動することである。したがって，細胞外ではNa＋の濃
度が最も高く，細胞内ではK＋の濃度が最も高いため，
Na＋またはK＋に対する膜透過性が変化すると，これら

神経
細胞体

樹状突起

軸索

シュワン細胞

ランヴィエ絞輪

シナプス前終末

軸索側枝

シュワン細胞が
形成した髄鞘

ゴルジ装置

ミトコンドリア

核小体
核

ニッスル小体

樹状突起棘

軸索小丘

軸索起始部
トリガー帯

図7.3　ニューロンの構造

樹状突起

シナプス

樹状突起

軸索

軸索

シナプス前ニューロン

シナプス後ニューロン

神経インパルスの伝導方向

図7.4　シナプス伝達　あるニューロ
ンから別のニューロンへ神経インパ
ルスが伝えられるためには，シナプ
ス間隙を経由しなければならない。
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この章を学ぶことで，以下のことができるようになる。

■ 学習目標

 1. 1型糖尿病と2型糖尿病の違いを述べる。
 2. 2型糖尿病患者に対しては治療プログラムの重要な

一部として運動が推奨されるのに，なぜ1型糖尿病
患者の生活には運動が複雑に作用するのかを説明
する。

 3. 糖尿病患者が運動をはじめようとする際に必要と
なる食事やインスリン投与量の変更について述べ
る。

 4. 運動誘発性喘息の原因と，運動処方を作成する際
の取り扱いについて述べる。

 5. 原因，予後，「正常」な機能を回復するためにリハ
ビリテーションプログラムが果たす役割という観
点から，慢性閉塞性肺疾患（COPD）と気管支喘息を

比較せよ。
 6. 心臓リハビリテーションプログラムの対象となる

患者集団について述べる。
 7. フェーズⅠ，フェーズⅡ，フェーズⅢの心臓リハ

ビリテーションプログラムを対比して説明する。
 8. 持久性トレーニングによって高齢者に起こる生理

学的変化について述べる。
 9. 成人に対する標準的な運動プログラムを行うこと

ができない高齢者に対して推奨される身体活動の
概要を述べる。

 10. 妊娠中の女性のための運動プログラムのガイドラ
インについて概要を述べる。

■ アウトライン

糖尿病―404
運動と糖尿病―405

気管支喘息―409
診断と病因―410
喘息発作の予防と緩和―410
運動誘発性喘息―411

慢性閉塞性肺疾患―413

患者の評価とトレーニング―413
高血圧―414
心臓リハビリテーション―415
対象者―415
負荷テスト―416
運動プログラム―416

高齢者に対する運動―417

最大有酸素性パワー―417
トレーニングに対する反応―419
骨の健康と骨粗鬆症―420
筋力―421
妊娠中の運動―424

特別な配慮を要する集団に
対する運動処方

©Tim Mantoani/Master�le
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　第16章では，健康な人のために適切な運動プログラ
ムを計画する際の推奨事項をいくつか提示した。運動
は，例えば肥満や軽症高血圧のような種々の医学的問題
に対する主要な非侵襲的介入としても実施されている
し，また，糖尿病や冠動脈疾患の治療の一環としても行
われている。この章では，特定の疾患や障害もしくは制
限のある人々が運動を行う場合に考慮しなければならな
い特別な注意事項について述べる。ただし，運動科学を
勉強している学生は，ここで提示する情報が入門的なも
のにすぎないことを知っておく必要がある。より包括的
な知識を得たい場合は，「推薦図書と重要論文」にあげた
“ACSM’s Exercise Management for Persons with Chronic 
Diseases and Disabilities”を参照してほしい。

糖尿病

　糖尿病は血糖値の上昇を呈する疾患であり，インスリ
ンの分泌不足（1型糖尿病）や，インスリン感受性の低下
（2型糖尿病），あるいはその両方によって起こる8）。米
国では糖尿病が大きな健康問題となっており，毎年多く
の人々が糖尿病で死亡している。2012年における年間
の直接的・間接的損失は2,450億ドルにものぼる。糖尿
病の患者数は2,910万人と推定されているが，そのうち
糖尿病と診断されているのは2,100万人にすぎない。さ
らにいえば，8,600万人もの前糖尿病状態（後述）の人が
存在するとされている（www.cdc.gov/diabetes/data/
statistics/ 2014StatisticsReport.html）。
　糖尿病は血糖値にもとづく基準によって診断される。
空腹時血糖値が126 mg・dL－1（7.0 mmol・L－1）以上，あ
るいは75 g経口グルコース負荷試験における2時間後の
血糖値が200 mg・dL－1（11.1 mmol・L－1）以上，もしくは
グリコヘモグロビンHbA1cが6.5％以上の場合に糖尿病
と診断される8）。糖尿病はインスリンの分泌不足による
1型糖尿病とインスリン抵抗性による2型糖尿病に分け
られる。1型糖尿病はインスリン依存性糖尿病とも呼ば

れ，若年期に発症することが多く，風邪のようなウイル
ス感染症と関連している。急速に進行する発症の前兆と
して次のようなものがある25）。

■ 頻尿や異常な口渇感
■ 極端な空腹感
■ 急激な体重減少，脱力感，疲労
■ イライラ，悪心，嘔吐

1型糖尿病の患者はインスリンを十分に産生できないの
で，血糖値を正常範囲内に維持するためにはインスリン
の注射に頼らなければならない。一方，2型糖尿病はイ
ンスリン非依存性糖尿病とも呼ばれ，1型糖尿病よりも
進行が遅く，中年期以降に発症することが多い。しかし
ながら，一部の肥満の子どもたちも2型糖尿病と診断さ
れることがある。すべての糖尿病患者のおよそ90～
95％は2型糖尿病であり8），上半身肥満（男性型肥満）や
運動不足が関連している。脂肪組織の増加は，腫瘍壊死
因子α（TNF-α）のような炎症性サイトカインの産生を
亢進させ，逆にアディポネクチンのような抗炎症性ホル
モンの産生を減少させる（第5章と第14章参照）。これら
の変化はインスリン抵抗性につながり，適切な量のイン
スリンが分泌されているにもかかわらず応答が起こらな
くなる。ただし，インスリン注射，または膵臓を刺激し
てインスリン分泌を促進するための経口薬を必要とする
2型糖尿病患者もいる。2型糖尿病の治療には，減量や
インスリン感受性改善のための食事療法9）や運動療
法7,11）が含まれる。1型糖尿病と2型糖尿病の違いを表
17.1にまとめた49）。

■ キーワード

・ インスリンショック
・ 冠動脈バイパス術（CABG）
・ クロモグリク酸ナトリウム
・ 経皮経管冠動脈形成術（PTCA）

・ ケトーシス
・ 心筋梗塞
・ 糖尿病性昏睡
・ ニトログリセリン

・ 不整脈
・ マスト細胞
・ 免疫療法
・ β2受容体作動薬（β2作動薬）
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力をするよりも，骨粗鬆症を予防する
ほうがはるかに効果的だと思います。
私たち高齢者は適切な栄養摂取と運動
に注意を払い，適切な筋量を維持して，
加齢に伴う骨喪失と脆弱性骨折のリス
クを最小限に抑える必要があります。

質問：骨量を増加させて将来の骨粗鬆症
による骨折のリスクを減らす運動プロ
グラムの一般的な特徴は何ですか？
回答：動物モデルで行われた実験からは
学ぶべき重要な教訓が得られました。
その結果は人間にもますます頻繁に適
用されるようになっています。例え
ば，七面鳥の尺骨に関するRubinと
Lanyon96）の実験からは，ユニークな
負荷分布と同時に，負荷の頻度よりも
骨に加えられる力の大きさが重要であ
ることが明らかになりました。そのた
め，骨格に適切な刺激を与える衝撃力
を伴うウエイトトレーニングや体重を
支持するような運動が現在では重視さ
れているのです。それに加えて，多く
の筋群を使用するように運動パターン
を頻繁に変えて多様性をもたせた運動
プログラムは，ランニングやサイクリ
ングのような骨に単調な刺激しか与え
ない運動よりも優れています。ラット
の脛骨に対する外部負荷を用いた
Roblingと共同研究者93）による最近の
知見では，長時間の運動を1セット行
うよりも，4回の短時間の運動を1セッ
トとして時間をおいて1日2セット行う
ほうが，骨形成を促進する（骨量の増
加を促進する）効果は高いことが示さ
れています。興味深いことに，このア
プローチは運動疫学者から耳にする
「1日に合わせてどれだけ運動したかが
大きな健康上の利益をもたらす」とい
う推奨事項とも合致しているのです。
より多くの活動を日常生活に取り入れ
ることは（自転車での通勤，自宅での
力作業，なるべく長く歩く，計画的な
運動），生涯にわたって骨の健康を維
持するのにとても有効です。

質問：骨の健康に影響を与えるおもな要
因は何ですか？

回答：骨の健康を最適に維持するために
は，カルシウム，ビタミンD，エネル
ギー，タンパク質を適切に摂取して，
正常な性ホルモンプロファイルのもと
で定期的な運動を行う必要がありま
す。エストロゲンまたはテストステロ
ンの血中濃度が低いと，骨量（通常は
骨密度〔BMD〕として測定される）は減
少しやすくなります。エストロゲンの
おもな効果は破骨細胞（骨吸収細胞）の
活性を抑制することです。ですから，
閉経時や若い女性の長く続く無月経で
生じるエストロゲン欠乏症は，骨吸収
の「ブレーキをはずす」ことになり，骨
喪失を引き起こすのです。成長ホルモ
ンと，成人ではインスリン様成長因子
1（IGF-1）とレプチンは，栄養状態に
よって値が変わる内分泌因子です。こ
ういった「代謝」ホルモンのどれかが減
少しても，やはり骨吸収と骨形成のバ
ランスに悪影響を及ぼします。骨の健
康を最適に維持するためには，十分な
エネルギーとタンパク質を摂取するこ
とが大切です。興味深いことに，カル
シウム摂取の骨量に対する有益な効果
を最大化するには，定期的な身体活動
が大切だという確かな証拠があるので
す。そして，体重を支持するような身

体活動をすべてなくしてしまうと，骨
格は負荷の減少に合わせて自身を「縮
小」させてしまうという非常に明確な
証拠があります。例えば，国際宇宙ス
テーション（ISS）に滞在している宇宙
飛行士は，運動実施と栄養摂取に熱心
に取り組まないかぎり，閉経後の女性
より10倍も速く骨量を失ってしまうの
です！

質問：骨の喪失が最も頻繁に生じる高齢
期では，運動と適切な栄養摂取はより
重要になってきますか？
回答：加齢や閉経による骨量減少がはっ
きりしてくる50歳以降に運動と適切な
栄養摂取が重要なのは確かですが，実
は公衆衛生上の観点から最も重要な時
期は思春期頃なのです。最終的な最大
骨量の30％は思春期頃の3年間で獲得
されます。少なくとも25歳までは
BMDはさらに増加します。BMDと最
適な骨の構造に対する運動の最も大き
な影響が生じるのはこの急速な成長期
で，その結果，活発な子どもは加齢に
よる喪失がはじまる前に高い最大骨量
をもつ成人になることができるので
す。この年齢で多くのカルシウム（1日
1,200～1,500 mg）を摂取することは，
最大の利益を確保するのに役立ちま
す。ところが，米国の子どものカルシ
ウム摂取量は減っています。そして皮
肉なことに，将来の骨粗鬆症による骨
折のリスクを減らすという点で最も恩
恵を受けられる立場にある思春期の少
女で，摂取量は最も劇的に減少してい
るのです。ここでの公衆衛生上の明確
なメッセージは，米国の子どもや10代
の若者たちのために，カルシウムを豊
富に含む食品（特に牛乳です！）の消費
を増やし，身体活動を増やすように働
きかけていく必要があるということで
す。具体的には，学校の廊下から炭酸
飲料の販売機を撤去し，高校では定期
的な体育の授業を行うようにすること
です。人口全体についていえば，すで
に失われてしまった骨量を取り戻す努

専門家に聞く 17.1

運動と骨の健康：スーザン A. ブルームフィールド博士との質疑応答
スーザン A. ブルーム
フ ィ ー ル ド（Susan A. 
Bloom�eld）博士はテキ
サスA＆M大学健康運動
学部の教授であり，大学
院栄養食品科学研究科の
教員と教育・人間開発学
部の研究担当副学部長を
つとめている。動物モデ
ルを使用して，人工微小

重力，長期のカロリー制限，運動に対する骨の
適応，ならびにこれらのモデルにおける骨と筋
の機能的関係に関する統合生理学を研究してい
る。カレッジステーションに住んでおり，ボー
という名の活発なラブラドール・レトリーバー
の雑種犬と2匹の猫を飼っている。毎年数回は
米国マスターズ水泳大会に参加している。

Courtesy of 
Susan Bloomfield
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臨床への応用 17.1

身体活動とがん
第14章で述べたように，米国においてが
んは死亡原因の第2位である。糖尿病，
心臓病，COPDのような慢性疾患に対す
る身体活動の推奨事項については繰り返
し述べてきたが，がんはそれほど注目さ
れていない。しかし，2008年の『米国身
体活動ガイドライン』では，定期的な身
体活動が結腸がんと乳がんのリスクを低
下させるという明確な証拠があること
と，肺がんと子宮内膜がんのリスクを低
下させるといういくつかの証拠があるこ
とが示された109）。その8年後，Moore
ら77）による研究で，定期的な身体活動が
13種類のがんのリスクを低下させるとい
う明確な証拠が示された。がんのような
慢性疾患の予防に身体活動が有益だと主
張する根拠が増えたわけである77）。しか
し，すでにがんを患って治療を受けてい
る人はどうなのだろうか？　どのような
運動処方が推奨されるのだろうか？
　腫瘍の部位（例えば，脳，乳房，血液），
ステージ（例えば，局所に限局したステー
ジ1か，遠隔組織に転移したステージ4
か），治療の種類（化学療法，放射線療法，
手術），治療に対する反応（例えば，副作
用の程度）が患者によって異なるため，
その疑問に簡単に答えることはできな
い。さらに，これらの条件のいくつかは
治療中に変わるので，がん患者を治療し
ているすべての施設が共通して推奨でき

るのは，不活動を避けるということであ
る5,98）。いうまでもなく， 患者は行うべき
運動と行うべきでない運動の種類を医師
と相談しながら決定し， 理学療法士や資格
をもつフィットネス専門家の助言も得なが
ら（www.acsm.org/get-stay-certi�ed/
get-certi�ed/specialization/cet/）， 適
切な行動指針あるいは最小限の支援もし
くは支援なしで実行できるプログラムを
計画する必要がある。
　患者を現在の身体活動レベルから，こ
の章で述べた高齢者向け身体活動ガイド
ラインに示した目標まで導く際には，運
動プログラムの進め方が重要である。進
め方は以下のとおりである5,98）。

■ 頻度：1日おきからはじめて，週の
ほとんどの日，できれば毎日を目標
とする。

■ 強度：低強度の運動（予備心拍数の
60％未満，3 METs未満，Borgの原
法のRPEスケールで12未満）からは
じめて，徐々に中強度まで増加させ
る。

■ 時間：短時間の運動を1日に数回行
うことからはじめ，30分間続けて運
動できるようになるまで時間を徐々
にのばす。中強度の身体活動を週に
150分間以上行うことができるので
あれば理想的である。

■ 柔軟性向上のための運動とレジスタ
ンス運動も週に2日以上行う。

いつも行っている運動に対するその日の
応答に応じて，運動を少なくしたり中止
したり，場合によっては救援を要請した
りすることができるように，患者は教育
される必要がある。例えば，RPEが「非常
にきつい」であれば， 強度を下げる必要が
ある。また，胸部の不快感，呼吸困難，
痙攣，過度の疲労を感じた場合には，す
ぐに助けが必要になることがある。発熱
（＞38.3℃）している場合は，運動するべ
きではない82）。この重要なトピックに関
する詳細については，Schmitzが執筆し
た章98）を参照してほしい。この領域の研
究は現在も進行中であり，がんの予防と
治療における身体活動の役割に関する新
しい知見が間違いなく得られるだろう。
現時点では，がんを予防し，また治療後
の転帰を改善する方法として，定期的な
身体活動は奨励されるべきである。最後
に，Mooreら77）による研究では，余暇
における身体活動によって悪性黒色腫の
リスクが増加することが示されている。
これにはおそらく日光への曝露が関係し
ており，日焼け止めを使うべき理由とな
るだろう。
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パフォーマンス
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この章を学ぶことで，以下のことができるようになる。

■ 学習目標

1. 最大パフォーマンスに影響を与える要因を述べる。
2. 中枢神経系が疲労の原因部位であることを示唆する
証拠，ならびに，そうでないことを示唆する証拠を
あげる。

3. 疲労に関連している可能性がある末梢性の神経要因
を述べる。

4. 疲労におけるクロスブリッジサイクリングの役割を
説明する。

5. 運動強度の増加に伴う筋線維の動員順序，および，

筋線維のそれぞれのタイプが依存している代謝の種
類に関する知見をまとめる。

6. 10秒未満しか続かない全力運動におけるパフォーマ
ンスの制限要因を説明する。

7. 10～180秒続く全力運動におけるパフォーマンスの
制限要因を説明する。

8. 最大パフォーマンスの持続時間が3分から4時間まで
増加するにつれて，最適なパフォーマンスに影響を
与える要因がどのように変わっていくかを論じる。

■ アウトライン

疲労の原因部位―467
中枢性疲労―468
末梢性疲労―469
中枢性疲労と末梢性疲労―473

全力運動の無酸素性パフォーマンス
を制限する要因―473
超短時間運動（10秒未満）のパフォー
マンス―473

短時間運動（10～180秒）のパフォー
マンス―474

全力運動の有酸素性パフォーマンス
を制限する要因―475
中程度の長さの運動（3～20分）の
パフォーマンス―475
中程度～長時間の運動（21～60分）
のパフォーマンス―476

長時間運動（1～4時間）のパフォー
マンス―477
マシンとしてのアスリート―479

パフォーマンスに
影響を及ぼす要因

■ キーワード

・ 中枢性疲労 ・ フリーラジカル ・ 末梢性疲労

©Digital Vision/Getty Images
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　ここまでのいくつかの章では，健康のための適切な運
動と栄養に焦点を当ててきた。特に，さまざまな疾患に
関連するリスク要因を軽減するための適切さということ
に重点を置いて議論した。この章では話題を変えて，身
体パフォーマンスを制限する要因について論じる。
　競技での目標を達成するには，健康を目的とした目標
を達成するよりもはるかに多くの時間と労力を必要と
し，受傷リスクも高くなる。最適なパフォーマンスのた
めに必要なものは何だろうか？　この質問に答えるため
には，どのような種類のパフォーマンスなのか，という
別の質問をしなければならない。400 m走で最適なパ
フォーマンスを発揮するために必要なものは，マラソン
で最適なパフォーマンスを発揮するために必要なものと
異なることは明らかである。図19.1はパフォーマンスに
影響を及ぼす要因を示している8）。すべてのパフォーマ
ンスは，ある程度の筋力と，その筋力を最適な方法で利
用するためのスキルを必要とする。さらに，必要に応じ
た方法でエネルギーが供給されなければパフォーマンス
は低下する。運動の種類が異なれば，有酸素性代謝や無
酸素性代謝で必要とされるエネルギーの量も異なる。ま
た，環境（標高や気温）と食事（糖質と水分の摂取量）は，
ともに持久性パフォーマンスに影響を及ぼす。さらに，
最適なパフォーマンスを発揮するためには「金メダルを
とりにいく」といったような強いモチベーションが必要
となる。この章は，パフォーマンスに影響を及ぼす要因
の詳細を述べ，さまざまな運動におけるパフォーマンス
の制限要因を議論することを目的としており，以降の章
への導入部ともなっている。しかしながらパフォーマン
スの制限要因について説明する前に，まず，パフォーマ

ンスに明らかに影響を及ぼすと考えられる疲労の原因部
位についてまとめておこう。

疲労の原因部位

　簡単にいえば，疲労は筋収縮が繰り返されている間に
パワー出力や力を維持できないことと定義される28）。
400 m走とマラソンの例が示すように，疲労の原因はさ
まざまであり，通常は運動の種類によって異なる。図
19.2に疲労の原因となりうる部位をまとめた28）。疲労
の機構に関する議論はまず脳からはじまる。そこでは，
さまざまな要因が「勝つ意欲」に影響を与え，筋自体のク
ロスブリッジにも影響を与える。図19.2にあげられてい
る数多くの部位のそれぞれは，最適なパフォーマンスを
発揮するために必要となる筋張力発揮と弱い関連しかな
いという研究結果がある。しかしながら，疲労の正確な
原因については，科学者の間でも意見が完全に一致して
いるわけではない。その理由として，（a）被験者の筋線
維タイプやトレーニング状況の違い，（b）筋収縮が随意
収縮なのか電気刺激誘発による収縮なのかの違い，（c）
両生類と哺乳類の両方の筋が研究に使われており，一部
は摘出筋を用いた研究であること，（d）運動の強度と時
間，その運動が連続的なものなのか間欠的なものなのか
の違い，などがあげられる61,62）。疲労の研究に使われて
いるさまざまな材料の利点と欠点を表19.1にまとめた1）。
運動の種類や被験者の違い，疲労の研究に使用される実
験的アプローチの種類によって，異なる結果が得られる
可能性があることは明らかである。こうした制限を念頭
におく必要はあるが，この章ではそれぞれの弱い関連に

パフォーマンス

食事
・糖質
・水分摂取

環境
・標高
・気温
・湿度

筋力とスキル
・練習
・天賦の才
　体型
　筋線維組成

中枢神経系機能
・覚醒
・モチベーション

エネルギー産生
無酸素系
・クレアチンリン酸濃度
・解糖系
有酸素系
・最大酸素摂取量
・心拍出量
・酸素運搬
　ヘモグロビン濃度
　酸素分圧
・酸素抽出
・ミトコンドリア

図19.1　パフォーマンスに影響を及ぼす要因
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