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フィットネスエクササイズ勉強会 

 

 週１回の頻度でフィットネスエクササイズに関する勉強会を開催しています。当初は、キネシオロ

ジーに関する専門書を読み、そこに書いてあることを、自分たちの身体を使って確認することを行

っていました。現在は、メンバーそれぞれが興味のある論文を持ち寄り、紹介し、その論文の内容

について参加者全員で議論するという、抄読会形式で実施しています。他のメンバーはあまり英

語が得意ではないために、西端は英語の論文を翻訳しながら紹介しています。その際に作成した

「要約（Abstract）の翻訳」を公開します。ほとんどの論文は Abstract を無料で公開しているため、

西端がホームページ上で公開する翻訳も、原則として、Abstract の部分だけに限りました。 

 この文章を個人で使用される場合や、大学や専門学校で講義資料として使用される場合は、西

端にお知らせいただく必要はありませんが、これ以外の目的で使用される場合は、全体でなく一部

であっても、事前に西端にご相談ください。 

 pdf ファイル化して公開されている論文を MS Word にコピーした際に、一部が文字化けすること

がありますが、修正せずに、そのままにしてある部分があります。また、参加者の理解の助けになれ

ばよいと考えているため、厳密な翻訳になっていない部分もあります。さらには、読み直しを十分に

は行っていないので、誤字脱字が含まれていたり、意味不明な文章になってしまったりしている部

分もあるかもしれません。 

 勉強会に興味がある方は、西端（fit_nishibata@yahoo.co.jp）までお問い合わせください。現在は、

毎週の金曜日の９時から 11 時まで、川崎駅の近くにある川崎市産業振興会館の研修室・会議室

を借りて開催しています。おおまかな参加資格は、１．大学卒程度の運動生理学や機能解剖学に

関する知識を有すること、２．できるだけ毎週休まず参加すること、３．できるだけ長期にわたって参

加を続けること、４．少なくとも１編のフィットネスエクササイズに関連する論文を毎回紹介し解説す

ること、５．会場の使用料を分担すること、などです。 
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2015/12/11 

Evaluating behavioral characteristics of autism and mental retardation with actigraphy  

活動量計を用いた自閉症および精神遅滞の行動特性の評価 

Tomohiro Makimura  

Acta Med Kinki Univ 31(2), 63-66, 2006 

Abstract 要約 

Behavioral evaluations of all hitherto developed methods are based on direct subjective 

behavioral observations. 従来の全ての研究では、行動の評価は、被検者を直接観察する方法に

基づいていた。In the present study, we evaluated the behavioral characteristics of autism (AT) 

and mental retardation (MR) cases from an objective perspective to impartially differentiate 

between these 2 groups with actigraphy by monitoring their physical activities. 本研究では、自

閉症と精神遅滞の行動特性の違いをより厳正に評価するために、客観的な方法で行った。

Patients were admitted to a severely mentally handicapped facility with AT (n=10) and MR (n=10). 

被検者は、複数の施設から、自閉症 10 名と、精神遅滞 10 名を選んだ。As an activity-monitoring 

approach, each patient was equipped with a micro-mini type actigraph, and their activities were 

monitored accordingly. 活動の評価は、超小型の活動量計を個々の被検者に装着することによっ

て行った。Group comparison based on standard deviations (SD) of the activity of patients 

revealed that the AT cases significantly displayed movements with less coordination/smoothness 

than those with MR. グループ間の比較を標準偏差によって行ったところ、精神遅滞と比較して、

自閉症は協調性と滑らかさに劣っていた。Single-patient comparison using actigraphy tracing 

demonstrated that the AT cases manifested typical erratic behaviors from 11:00 h which persisted 

until recovery at 21:00 h. 被検者を個人として比較したところ、自閉症では、11 時から 21 時の間

の行動が不規則であることが示された。Objective tracing of the actigraphy coincided well with 

apparent behaviors in both groups. 両方のグループにおいて、今回の客観的な行動記録の結果

は、見かけ上の行動と一致していた。This objective approach, where quantitative differentiations 

can be established, may be useful for defining AT and MR. 客観的な手法は、行動の差を数値化

することができることから、自閉症と精神遅滞を診断するのに有用であるかもしれない。  

 



無断転載禁止	 川崎市立看護短期大学	 西端	 泉	 fit_nishibata@yahoo.co.jp	 

 3 

2015/12/11 

Energy Expenditure in Males with Mental Retardation 

精神遅滞を有する男性のエネルギー消費 

Hiroko OHWADA, Takeo NAKAYAMA, Yoji SUZUKI, Tetsuji YOKOYAMA and Masahiko 

ISHIMARU 

J Nutr Sci Vitaminol, 51, 68-74, 2005 

Summary 要約 

Previously, we reported that males with mental retardation (MR) (MR group) expended more 

energy than males without MR (control group) at a given work load.我々は、以前に、精神遅滞の

ない男性と比較して、精神遅滞を有している男性の、同じ作業を行った際の消費エネルギーが多

いことを報告した。The precise physiological mechanisms for this difference remain unclear. このよ

うな差が生じる詳細なメカニズムに関しては不明である。Using the same set of subjects (23 age-, 

height-, and weight-matched male pairs, mean age: 36.3y), we examined possible causes for the 

observed metabolic difference by monitoring physical movements and evaluating the metabolic 

capability of the skeletal muscles. この研究と同じ被験者を対象として、身体動作をモニターする

ことと、骨格筋の代謝能力を評価することによって、観察される代謝の差が生じる原因を検討した。

In the supine position when no body movements were detected for any subjects, oxygen 

consumption (VO2) and heart rate (HR) were not markedly different between the MR and the 

control groups. 仰臥位で身体動作を行っていないときには、対照群と精神遅滞群の酸素消費量

と心拍数に差は見られなかった。By contrast, in the sitting and standing positions and during 

walking at 30 and 50m/min, when significantly larger body movements were monitored in the MR 

group, VO2 and HR were significantly higher in this group than in the control group. ところが、

座位、立位、そして歩行時（分速 30m と 50m）においては、対照群と比較して、精神遅滞群の身体

の動きは大きく、酸素消費量と心拍数は有意に高かった。Linear regression analyses, performed 

separately in the MR and control groups, revealed that the slope of the regression line of HR on 

relative exercise intensity (%VO2max) during walking, that of VO2 on walking speeds, and that of 

VO2 on the number of steps in the MR group were almost identical with those in the control group. 

対照群と精神遅滞群それぞれで、心拍数と酸素消費量、酸素消費量と歩行速度、酸素消費量と

歩数との回帰直線を計算したところ、それぞれの回帰直線の傾きは、ほぼ同一であった。These 

results suggest that the capability of skeletal muscles was not so different between the two groups. 

これらの結果は、両群における骨格筋の代謝能力には差がないことを示唆している。Thus, the 

high energy expenditure in the MR group was suggested to be a result of excessive body 

movements rather than an intrinsic incapability of skeletal muscles.このため、精神遅滞群の消費

エネルギーが多い原因は、骨格筋における内因性の問題ではなく、身体の動きが過剰であること

によると考えられた。 
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2015/12/11	 

Endurance	 Training	 Increases	 Plasma	 Brain-Drived	 Neurotrophic	 Factor	 Concentration	 

in	 Young	 Healthy	 Men	 

持久的トレーニングは若年健康男性の脳由来神経栄養因子濃度を増加させる	 

J.A.	 ZOLADZ,	 A.	 PILC,	 J.	 MAJERCZAK,	 M.	 GRANDYS,	 J.	 ZAPART-BUKOWSKA,	 K.	 DUDA	 	 

JOURNAL	 OF	 PHYSIOLOGY	 AND	 PHARMACOLOGY	 2008,	 59,	 Suppl	 7,	 119–132	 	 

It	 is	 believed	 that	 brain	 derived	 neurotrophic	 factor	 (BDNF)	 plays	 an	 important	 role	 

in	 neuronal	 growth,	 transmission,	 modulation	 and	 plasticity.	 脳由来神経栄養因子

(BDNF)が神経細胞の成長、伝送、調節、そして可塑性において重要な役割を果たしていると信じ

られている。Single	 bout	 of	 exercise	 can	 increase	 plasma	 BDNF	 concentration	 [BDNF]p	 in	 

humans.	 単発の運動は血漿中の BDNF 濃度（[BDNF]p）を増加させる。It	 was	 recently	 reported	 

however,	 that	 elevated	 [BDNF]p	 positively	 correlated	 with	 risk	 factors	 for	 metabolic	 

syndrome	 and	 type	 2	 diabetes	 mellitus	 in	 middle	 age	 group	 of	 subjects.	 ところが、

最近、増加した[BDNF]p は、中年被験者のメタボリックシンドロームや２型糖尿病の危険因子と正

の相関関係にあることが報告された。On	 the	 other	 hand	 it	 is	 well	 established	 that	 

endurance	 training	 decreases	 the	 risk	 of	 diabetes	 and	 development	 of	 metabolic	 

syndrome.ところが、持久的トレーニングが、糖尿病やメタボリックシンドローム発症の危険性を減

少させることについては、確立した見解である。	 In	 the	 present	 study	 we	 have	 examined	 the	 

effect	 of	 5	 weeks	 of	 moderate	 intensity	 endurance	 training	 on	 the	 basal	 and	 the	 

exercise	 induced	 changes	 in	 [BDNF]p	 in	 humans.	 本研究では、ヒトが５週間の中等強度の

持久的トレーニングを行った際の、安静時と、トレーニング時の BDNF の変化を検討した。Thirteen	 

young,	 healthy	 and	 physically	 active	 men	 (mean	 ±	 S.E:	 age	 22.7	 ±	 0.5	 yr,	 body	 height	 

180.2	 ±	 1.7	 cm,	 body	 weight	 77.0	 ±	 2.5	 kg,	 Vo2max	 45.29	 ±	 0.93	 ml•kg-1•min-1)	 

performed	 a	 five	 week	 endurance	 cycling	 training	 program,	 composed	 mainly	 of	 moderate	 

intensity	 bouts.	 13 名の若年健康成人が、自転車運動による５週間の中等強度での持久的ト

レーニングに取り組んだ。Before	 training	 [BDNF]p	 at	 rest	 have	 amounted	 to	 10.3	 ±	 1.4	 

pg•ml-1.	 トレーニング前の[BDNF]p	 は 10.3	 ±	 1.4	 pg•ml-1 であった。No	 effect	 of	 a	 single	 

maximal	 incremental	 cycling	 up	 to	 Vo2max	 on	 its	 concentration	 was	 found	 (10.9	 ±	 2.3	 

pg	 .	 ml-1,	 P=0.74).	 単発の最大漸増負荷試験では濃度は変化しなかった(10.9	 ±	 2.3	 pg	 .	 

ml-1,	 P=0.74)。The	 training	 resulted	 in	 a	 significant	 (P=0.01)	 increase	 in	 [BDNF]p	 

at	 rest	 to	 16.8	 ±	 2.1	 pg•ml-1,	 as	 well	 as	 in	 significant	 (P=0.0002)	 exercise	 induced	 

increase	 in	 the	 [BDNF]p	 (10.9	 ±	 2.3	 pg•ml-1	 before	 training	 vs.	 68.4	 ±	 16.0	 pg•ml-1	 

after	 training).	 トレーニングによって、安静時の[BDNF]p	 は 16.8	 ±	 2.1	 pg•ml-1 へと、最

大漸増負荷試験による増加も 68.4	 ±	 16.0	 pg•ml-1 へと有意に増加した。The	 training	 

induced	 increase	 in	 resting	 [BDNF]p	 was	 accompanied	 by	 a	 slight	 decrease	 in	 insulin	 

resistance	 (P=0.25),	 calculated	 using	 the	 homeostatic	 model	 assessment	 version	 2	 

(HOMA2-IR),	 amounting	 to	 1.40	 ±	 0.13	 before	 and	 1.15	 ±	 0.13	 after	 the	 training.	 

トレーニングによる安静時[BDNF]p の増加にともなって、恒常性モデル評価バージョン２で測定し

たインスリン抵抗性が、わずかではあるが、1.40	 ±	 0.13 から 1.15	 ±	 0.13 へと減少した。



無断転載禁止	 川崎市立看護短期大学	 西端	 泉	 fit_nishibata@yahoo.co.jp	 

 5 

Moreover,	 we	 have	 found	 that	 the	 basal	 [BDNF]p	 in	 athletes	 (n=16)	 was	 significantly	 

higher	 than	 in	 untrained	 subjects	 (n=13)	 (29.5	 ±	 9.5	 pg	 .	 ml-1	 vs.	 10.3	 ±	 1.4	 pg•ml-1,	 

P=0.013).	 さらに、我々は、アスリートの基礎的[BDNF]p	 が、非鍛練者のそれよりも有意に高い

(29.5	 ±	 9.5	 pg	 .	 ml-1 対 10.3	 ±	 1.4	 pg•ml-1,	 P=0.013)ことを見つけた。We	 have	 concluded	 

that	 endurance	 training	 of	 moderate	 intensity	 increases	 both	 basal	 as	 well	 as	 the	 

end-exercise	 [BDNF]p	 in	 young	 healthy	 men.	 我々は、若年健常男性の、安静時と、最大運

動終了時の[BDNF]p	 が、中等強度の持久的トレーニングによって増加すると結論する。This	 

adaptive	 response,	 contrariwise	 to	 the	 recent	 findings	 in	 patients	 with	 metabolic	 

disorders,	 was	 accompanied	 by	 a	 slight	 decrease	 in	 insulin	 resistance.	 この適応は、

最近報告された代謝障害を有する患者での知見と逆であり、インスリン抵抗性のわずかな減少を

伴っていた。	 
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2015/11/27 

Mental Retardation and Lifetime Events of Duchenne Muscular Dystrophy in Japan 

精神遅滞とデュシェンヌ型筋ジストロフィーの生涯イベントとの関連性 

Hitoshi Mochizuki, Satoko Miyatake, Mikiya Suzuki, Toshiki Shigeyama, Kana Yatabe, Katsuhisa 

Ogata, Takuhisa Tamura and Mitsuru Kawai 

Inter Med 47: 1207-1210, 2008 

Abstract 要約 

Objective 目的 

This study investigated the relationship between mental retardation and lifetime events in 

patients with Duchenne muscular dystrophy (DMD). 本研究の目的は、精神遅滞と、デュシェンヌ

型筋ジストロフィーの生涯イベント発生との関連性を明らかにすることである。 

Methods 方法 

The data on mental retardation and ages of lifetime events (first walking, loss of ambulation, 

introductions of ventilator support and tube nutrition and death) were collected retrospectively, 

and the relationships between the factors were analyzed. 精神遅滞と生涯における出来事（歩き

はじめた時期、歩くことができなくなった時期、呼吸補助装置を導入した時期、そして経管栄養を

開始した時期、そして死亡時期）に関するデータを収集し、これらの相互関係を分析した。 

Patients 患者 

Among 194 DMD patients admitted to our hospital between 1995 and 2007, 74 patients 

underwent evaluation of their intelligence quotient (IQ). 1995 年から 2007 年の間にデュシェンヌ

型筋ジストロフィーで入院した 194 名のうち、74 名の IQ を評価した。 

Results 結果 

Twenty-eight patients (38%) demonstrated mental retardation (IQ<70). 28 名（38％）が精神遅滞

（IQ が 70 未満）を有していた。DMD patients with mental retardation started walking later, 

required ventilator and tube nutrition support earlier, and died earlier than those without mental 

retardation. 精神遅滞を有していなかった患者と比較して、精神遅滞を有していたデュシェンヌ型

筋ジストロフィー患者は、歩きはじめた年齢が高く、呼吸補助装置と経管栄養を始めた年齢が若く、

死亡年齢も若かった。 

Conclusions 結論 

Since the prognosis of DMD patients with mental retardation was worse than that of those without 

mental retardation, more careful treatment is necessary for DMD patients with mental retardation. 

精神遅滞を伴うデュシェンヌ型筋ジストロフィー患者は予後が悪いので、より注意深く治療する必

要がある。 
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2015/11/27 

Effects of balance training on individuals with mental retardation. 

精神遅滞を有する人におけるバランストレーニングの効果 

Smail, Karen M., and Michael Horvat.  

J Am Kinesiotherapy Assoc 22 (2005): 1-6. 

ABSTRACT 要約 

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of balance training on functional 

tasks in individuals with mental retardation. 本研究の目的は、精神遅滞を有する人のバランスト

レーニングが、機能的作業に及ぼす影響を検討することである。Ten students participated in a 

balance program 3 times weekly for 12 weeks. 10 名の生徒が、週３回のバランスプログラムに 12

週間参加した。Functional assessments were performed prior to commencing the intervention and 

after completion of the balance program. プログラム期間の前後に、機能的作業能力を評価した。

Balance measures were collected using the NeuroCom Equitest using the Sensory Organization 

Test (SOT), weight bearing squat and the step up and over. バ ラ ン ス 能 力 は 、 Sensory 

Organization Test を使用した NeuroCom Equitest、自体重負荷によるスクワット、そして the step 

up and over で評価した。 Data analysis indicated a significant difference in the SOT F(1,9) = 14.8, 

p<.01. データ分析により、Sensory Organization Test において、有意な差が認められた。This 

translated to a 25.8% increase from pre to post test. バランストレーニングによって、25.8％向上し

たことになる。The weight bearing squat measured weight distribution at knee flexion 0°, 30°, 

60°, and 90°. 自体重負荷によるスクワットでは、膝関節角度 0°、30°、60°、90°で体重の

分散を測定した。Pre test data indicated that participants were right side dominant 58.6% vs. 

43.2% left side that improved on the post test to 51.9% right side and 48.1% left. トレーニング前

では、被検者の平均値して、右足荷重が 58.6％、左足荷重が 43.2％であったが、トレーニング後

では、右足荷重が 51.9％、左足荷重が 48.1％へと向上していた。Step up and over data supported 

the right side dominance, lift up index 56.73% right and 40.73% left; impact index 50.4% right and 

50.33% left. Step up and over における支持足荷重でも、トレーニング前は右が 56.73％、左が

40.73％であったが、トレーニング後は右が 50.4％、左が 50.33％となった。Performance improved 

on the post test, lift up index 52.27% right and 47.33% left and impact index 50.4% right and 

50.53% left. また、引き上げ脚の指標でも、右 52.27%、左 47.33%から右 50.4%、左 50.53%へと改善

した.It was concluded that balance training could improve weight distribution and symmetry that 

are essential for movement resulting in more efficient movements for activities of daily living and 

decrease falls thus avoiding injury. 以上の結果から、バランストレーニングにより左右足への荷重

分散が改善し、左右均等化し、この能力は日常生活活動における基本であることから、日常生活

活動が効率化し、転倒の危険性、そして転倒に伴う受傷の危険性が減少すると結論することがで

きるであろう。 
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2015/11/6〜20 

Maintaining cognitive health in elderly women  

高齢女性の認知機能を維持する 

Angela Clifford, Amina Yesufu Udechuku, Louisa Edwards, Stephan Bandelow & Eef Hogervorst 

Aging Health (2009) 5(5), 655–670 

This review indicates that possible preventative activities and lifestyle changes undertaken to 

maintain cognitive health and prevent dementia in old age may be particularly important in middle 

age. 本レビューによって、高齢者の認知機能を維持し、認知症を予防することができる可能性が

ある活動や生活習慣の修正は、中年時代から開始することが重要であるかもしれないことが示され

た。Risk factors for cardiovascular disease are the same as those for dementia, including its most 

common form, Alzheimer’s disease. 認知症の主な種類であるアルツハイマー病を含めた認知症

の危険因子は、心臓循環器疾患の危険因子と同じである。Treating high blood pressure, high 

cholesterol and thyroid hormone deficiency, maintaining a normal weight, having a healthy diet 

and engaging in resistance or aerobic exercise can all potentially help to sustain cognitive health. 

高血圧、高コレステロール、甲状腺ホルモン不足を治療し、健康的な食事をすることによって正常

体重を維持し、レジスタンスないしは有酸素性運動に取り組むことは、全て、認知機能を維持する

手助けになる可能性がある。Long-term treatment with estrogenic compounds (> 1 year) does not 

seem to be indicated and may actually confer risks for dementia in older women over the age of 65 

years. 65 歳を過ぎた女性においては、長期的なエストロゲン補充療法は勧められない。もし実施

すると、逆に認知症を引き起こす可能性すらある。The same may be the case for phytoestrogens. 

同じことが植物性エストロゲンにも言える。The possibility that folate can offset some of the 

negative effects of phytoestrogens merits more research in this area. 葉酸は、植物性エストロゲ

ンが有する副作用を打ち消してくれる可能性があるが、このことに関しては更なる研究による確認

が必要である。Whether there is an optimum age to engage with these types of lifestyle behaviors 

is currently unclear and also requires additional research. このような活動や生活習慣の修正をい

つから始めた方が良いのかについては、今のところ明らかではないので、これについても更なる研

究が必要である。 
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SUMMARY 要約 

The purpose of this Position Stand is to provide an overview of issues critical to understanding 

the importance of exercise and physical activity in older adult populations. 本見解表明の目的は、

高齢集団の運動と身体活動を理解するうえで不可欠な問題点を概観することである。The 

Position Stand is divided into three sections: Section 1 briefly reviews the structural and 

functional changes that characterize normal human aging, Section 2 considers the extent to which 

exercise and physical activity can influence the aging process, and Section 3 summarizes the 

benefits of both long-term exercise and physical activity and shorter-duration exercise programs 

on health and functional capacity. 本見解表明は、１．ヒトにおける正常な構造と機能上の加齢変

化の外観、２．加齢変化に及ぼす運動と身体活動の影響、３．健康と機能能力に及ぼす長期的と

短期的な運動プログラムの効果の、３つのセクションに別れている。Although no amount of 

physical activity can stop the biological aging process, there is evidence that regular exercise can 

minimize the physiological effects of an otherwise sedentary lifestyle and increase active life 

expectancy by limiting the development and progression of chronic disease and disabling 

conditions. いかなる量の身体期活動であっても、生物学的な加齢変化を止めることはできないが、

定期的な運動は、座業的な生活に伴う生理学的な変化を最小限にし、慢性疾患の発生や進展を

減少させることによって寿命を延ばす可能性があることを示す証拠が存在する。There is also 

emerging evidence for significant psychological and cognitive benefits accruing from regular 

exercise participation by older adults. さらには、高齢者が定期的な運動に取り組むことによって

心理的、そして認知的な著しい効果を得ることができることを示す証拠も増えつつある。Ideally, 

exercise prescription for older adults should include aerobic exercise, muscle strengthening 

exercises, and flexibility exercises. 理想的には、高齢者に対する運動処方には、有酸素運動、

筋力増強運動、そして柔軟運動を含めるべきである。The evidence reviewed in this Position 

Stand is generally consistent with prior American College of Sports Medicine statements on the 

types and amounts of physical activity recommended for older adults as well as the recently 

published 2008 Physical Activity Guidelines for Americans. 本見解表明で確認した証拠について

は、以前の見解表明で得られたもの、そしてアメリカ成人のための運動ガイドライン 2008 で明らか

にしたものと基本的には同一である。All older adults should engage in regular physical activity 

and avoid an inactive lifestyle. 全ての高齢者は定期的な身体活動が推奨される。 

本文 

In the decade since the publication of the first edition of the American College of Sports Medicine 
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(ACSM) Position Stand “Exercise and Physical Activity for Older Adults,” a significant amount of 

new evidence has accumulated regarding the benefits of regular exercise and physical activity for 

older adults. アメリカスポーツ医学会の最初の「高齢者のための運動と身体活動」の見解表明が

発表されてか 10 年が経つが、その間に、高齢者の運動と身体活動の効果に関する新たな証拠が

多数得られている。In addition to new evidence regarding the importance of exercise and physical 

activity for healthy older adults, there is now a growing body of knowledge supporting the 

prescription of exercise and physical activity for older adults with chronic diseases and disabilities. 

健康な高齢者にとって運動や身体活動が重要であることに関する新たな証拠ばかりでなく、慢性

疾患や生涯を有する高齢者に運動や身体活動を処方することを支持する知見も増加している。In 

2007, ACSM, in conjunction with the American Heart Association (AHA), published physical 

activity and public health recommendations for older adults (see Table 1 for a summary of these 

recommendations) (167). 2007 年、アメリカスポーツ医学会は、アメリカ心臓協会と合同で、高齢者

に対する、身体活動と公衆衛生上の推奨を発表した。Furthermore, the College has now 

developed best practice guidelines with respect to exercise program structure, behavioral 

recommendations, and risk management strategies for exercise in older adult populations (46). さ

らに、アメリカスポーツ医学会では、運動プログラムの構築、行動上の推奨、そして運動プログラム

に伴う危険性を管理する方法に関するガイドラインも新たに開発した。Recently, the Department 

of Health and Human Services published for the first time national physical activity guidelines. 最

近、保健社会福祉省が、最初の、国としての身体活動に関するガイドラインを発表した。The 2008 

Physical Activity Guidelines for Americans (50) affirms that regular physical activity reduces the 

risk of many adverse health outcomes. 2008 年のアメリカ人に対する身体活動のガイドラインは、

多くの健康に逆作用する危険性を定期的な身体活動が軽減することを追認している。The 

guidelines state that all adults should avoid inactivity, that some physical activity is better than 

none, and that adults who participate in any amount of physical activity gain some health benefits. 

そのガイドラインは、非活動的な生活習慣は避けるべきであり、少しであっても全く動かないよりは

望ましく、いかなる量の身体活動であっても実施すると、成人はそれなりの利益を得ることができる

と述べている。However, the guidelines emphasize that for most health outcomes, additional 

benefits occur as the amount of physical activity increases through higher intensity, greater 

frequency, and/or longer duration. しかしながら、そのガイドラインは、さらなる健康上の効果を得

るためには、強度を高めたり、頻度を増やしたり、持続時間を延長したりすることによって身体活動

量を増加させるべきであることも強調している。The guidelines stress that if older adults cannot do 

150 min of moderate-intensity aerobic activity per week because of chronic conditions, they 

should be as physically active as their abilities and conditions allow. そのガイドラインは、もし、慢

性的な問題によって、週に 150 分以上の、中等強度の有酸素運動を実施することができないとし

ても、その人の能力や状態に応じて可能な範囲で、身体的に活動的であるべきであることを強調

している。This revision of the ACSM Position Stand “Exercise and Physical Activity for Older 

Adults” updates and expands the earlier Position Stand and provides an overview of issues critical 

to exercise and physical activity in older adults. このアメリカスポーツ医学会の見解表明「高齢者

のための運動と身体活動」の改訂版では、以前の見解表明を拡張し、高齢者の運動と身体活動
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に伴う不可欠な問題点を示し、概観する。The Position Stand is divided into three sections: 

Section 1 briefly reviews some of the structural and functional changes that characterize normal 

human aging. Section 2 considers the extent to which exercise and/or physical activity can 

influence the aging process through its impact on physiological function and through its impact on 

the development and progression of chronic disease and disabling conditions. 本見解表明は、３

つのセクションに別れており、セクション１では、ヒトにおける正常な構造と機能上の加齢変化の外

観し、セクション２では、生理学的加齢変化に及ぼす運動と身体活動の影響について考える。

Section 3 summarizes the benefits of both long-term exercise and physical activity and 

shorter-duration exercise programs on health and functional capacity.セクション３では、健康と機

能能力に及ぼす長期的と短期的な運動プログラムの効果をまとめている。The benefits are 

summarized primarily for the two exercise modalities for which the most data are available: 1) 

aerobic exercise and 2) resistance exercise. 運動効果のまとめについては、主に有酸素運動とレ

ジスタンス運動に関して行っている。However, information about the known benefits of balance 

and flexibility exercise is included whenever sufficient data exist. しかしながら、十分な証拠が得

られている場合には、バランス運動と柔軟運動の効果に関する情報を含めてある。This section 

concludes with a discussion of the benefits of exercise and physical activity for psychological 

health and well-being. このセクションでは、運動や身体活動が、心理的健康、そして幸福に及ぼ

す効果についても、議論する。 

 

TABLE 1. Summary of ACSM/AHA physical activity recommendations for older adults.  

アメリカスポーツ医学会/アメリカ心臓協会の高齢者に対する身体活動の推奨の要約 

The current consensus recommendations of the ACSM and AHA with respect to the frequency, 

intensity, and duration of exercise and physical activity for older adults are summarized below. 高

齢者向けの運動と身体活動の頻度、強度、持続時間に関するアメリカスポーツ医学会とアメリカ心

臓協会の現行の統一的推奨を以下にまとめた。The ACSM/AHA Physical Activity 

Recommendations are generally consistent with the 2008 DHHS Physical Activity Guidelines for 

Americans, which also recommend 150 min/wk of physical activity for health benefits. アメリカス

ポーツ医学会とアメリカ心臓協会の推奨は、アメリカ合衆国保健福祉省の 2008 年のアメリカ人の

身体活動のガイドラインと基本的には同じで、健康上の利益を得るために週当たり 150 分以上の

身体活動を推奨する。However, the DHHS Guidelines note that additional benefits occur as the 

amount of physical activity increases through higher intensity, greater frequency, and/or longer 

duration. しかしなか、アメリカ合衆国保健福祉省のガイドラインは、運動強度、運動頻度、運動時

間をさらに増加させることによって、さらに利益が得られることに触れている。The DHHS Physical 

Activity Guidelines stress that if older adults cannot do 150 min of moderate-intensity aerobic 

activity/kw because of chronic conditions, they should be as physically active as their abilities 

and conditions allow. アメリカ合衆国保健福祉省のガイドラインは、慢性的な原因で、もし週当たり

150 分間の身体活動が行えない場合であっても、能力上、ないしは身体的状況が許す範囲で、可

能な限り身体的に活動的であるべきであることを強調している。 

Endurance exercise for older adults: 高齢者の持久的運動 
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Frequency 頻度: For moderate-intensity activities, accumulate at least 30 or up to 60 (for 

greater benefit) min/d in bouts of at least 10 min each to total 150–300 min/wk, at least 20–30 

min/d or more of vigorous-intensity activities to total 75–150 min/wk, an equivalent 

combination of moderate and vigorous activity. 中等強度の身体活動の場合は、１日あたり合

計で少なくとも 30 分、より良い効果を得るためには最大で１日あたり合計で 60 分、一回あたり最

低でも 10 分間、週合計で 150 から 300 分、ないしは、これと同等になるように中等強度と高強度

の身体活動を組み合わせる。 

Intensity 強度: On a scale of 0 to 10 for level of physical exertion, 5 to 6 for moderate-intensity 

and 7 to 8 for vigorous intensity. 0〜10 の主観的運動強度スケールにおいて中等強度の場合

は５ないしは６、高強度の場合は７ないしは８ 

Duration 持続時間: For moderate-intensity activities, accumulate at least 30 min/d in bouts of 

at least 10 min each or at least 20 min/d of continuous activity for vigorous-intensity activities. 

中等強度の活動の場合は、一回あたり少なくとも 10 分間持続する身体活動を１日あたり合計で

少なく 30 分、高強度の場合は最低でも１日あたり 20 分間持続的に行う。 

Type 種類: Any modality that does not impose excessive orthopedic stress; walking is the most 

common type of activity. 整形外科的なストレスが過剰にならない種類なら何でもよく、歩行が

最も一般的。Aquatic exercise and stationary cycle exercise may be advantageous for those 

with limited tolerance for weight bearing activity. 体重を支えることに限界がある場合は、水中

運動や固定式自転車が良い。 

Resistance exercise for older adults: 高齢者のレジスタンストレーニング 

Frequency 頻度: At least 2 d/kw. 少なくとも週に２回 

Intensity 強度: Between moderate- (5–6) and vigorous- (7–8) intensity on a scale of 0 to 10. 0

〜10 の主観的運動強度スケールにおいて、中等強度の場合は５ないしは６、高強度の場合は７

ないしは８ 

Type 種類: Progressive weight training program or weight bearing calisthenics (8–10 exercises 

involving the major muscle groups of 8–12 repetitions each), stair climbing, and other 

strengthening activities that use the major muscle groups. 負荷を漸増させるウエイトトレーニン

グまたは体重を負荷とした体操（主要な骨格筋を活動させる８〜10 種目のおのおので、８〜12

回の反復回数）、階段上りと、主な骨格筋を動員する複数の種目。 

Flexibility exercise for older adults: 高齢者の柔軟運動 

Frequency 頻度: At least 2 d/kw. 少なくとも週に２回 

Intensity 強度: Moderate (5–6) intensity on a scale of 0 to 10. 0〜10 の主観的運動強度スケ

ールにおいて、中等強度（５ないしは６） 

Type 種目: Any activities that maintain or increase flexibility using sustained stretches for each 

major muscle group and static rather than ballistic movements. 柔軟性を維持したり高めたりす

るどのような運動でもよいが、バリスティックではない、主な骨格筋を伸ばした状態を維持するス

タティックなもの。 

Balance exercise for frequent fallers or individuals with mobility problems 転倒しやすかったり移

動能力に問題があったりする者のバランス運動:  
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ACSM/AHA Guidelines currently recommend balance exercise for individuals who are frequent 

fallers or for individuals with mobility problems. アメリカスポーツ医学会とアメリカ心臓協会のガ

イドラインは、現在、転びやすかったり、歩行動作に問題があったりする者に、バランス運動を推

奨している。Because of a lack of adequate research evidence, there are currently no specific 

recommendations regarding specific frequency, intensity, or type of balance exercises for older 

adults. 研究による十分な証拠が得られていないため、現在、具体的に、どのぐらいの頻度や強

度で、そしてどのような種類のバランス運動が高齢者に適しているのかを推奨することはできな

い。However, the ACSM Exercise Prescription Guidelines recommend using activities that 

include the following: 1) progressively difficult postures that gradually reduce the base of 

support (e.g., two-legged stand, semi-tandem stand, tandem stand, one-legged stand), 2) 

dynamic movements that perturb the center of gravity (e.g., tandem walk, circle turns), 3) 

stressing postural muscle groups (e.g., heel stands, toe stands), or 4) reducing sensory input 

(e.g., standing with eyes closed). しかしながら、アメリカスポーツ医学会の運動処方のガイドライ

ンは、次のような運動を含めることを推奨している。１．姿勢を保つことが徐々に困難になるように

支持面を徐々に減少させる（例: 両足を横に並べて、両足をやや前後に並べて、両足を前後に

直線的に並べて、片脚立ち）。２．身体重心が動揺するように身体を動かす（例: 両足が直線上

に並ぶように歩行する、円を描くように方向転換する）。３．姿勢筋に負荷をかける（例: かかと立

ち、つま先立ち）。４．感覚情報を制限する（例: 目を閉じて立つ）。 

The ACSM/AHA Guidelines recommend the following special considerations when prescribing 

exercise and physical activity for older adults. アメリカスポーツ医学会とアメリカ心臓協会は、高

齢者に運動ないしは身体活動の処方を行う際には、特に以下のような注意点を守ることを推奨す

る。The intensity and duration of physical activity should be low at the outset for older adults who 

are highly deconditioned, functionally limited, or have chronic conditions that affect their ability 

to perform physical tasks. 非常に体力が低下していたり、身体能力に問題があったり、身体動作

を制限するような慢性的な問題があったりする高齢者に、新たに運動を開始させる際には、運動の

強度は低いものから、運動の持続時間も短いものから始めるべきである。The progression of 

activities should be individual and tailored to tolerance and preference; a conservative approach 

may be necessary for the most deconditioned and physically limited older adults. 活動の進行は

個々人の耐性や能力に対応したものでなくてはならず、最も体力が低下していたり身体的に制限

があったりする高齢者の場合は控えめな取り組みが必要であろう。Muscle strengthening activities 

and/or balance training may need to precede aerobic training activities among very frail 

individuals. 虚弱な個人に対しては、有酸素運動を進めるためには、骨格筋を強化したり、バラン

ス能力を高めたりするトレーニングを先行させる必要があることもある。Older adults should exceed 

the recommended minimum amounts of physical activity if they desire to improve their fitness. 高

齢者の体力（フィットネス）を改善するためには、身体活動の最低限の推奨量を上まわるべきであ

る。If chronic conditions preclude activity at the recommended minimum amount, older adults 

should perform physical activities as tolerated so as to avoid being sedentary. 慢性的な状態によ

って、最低限の推奨量すらも困難な場合でも、 高齢者は座業的な状態を避けるために、耐えられ

る範囲内での身体活動を行うべきである。 
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Definition of terms. 用語の定義 

Throughout the review, the Institute of Medicine’s definitions of physical activity and exercise 

and related concepts are adopted, where physical activity refers to body movement that is 

produced by the contraction of skeletal muscles and that increases energy expenditure. このレ

ビューを通して、身体活動と運動の定義や、これに関連する概念は、医学研究所のものを適用

している。Exercise refers to planned, structured, and repetitive movement to improve or 

maintain one or more components of physical fitness. 運動とは、計画的に、構築され、繰り返し

行われる、ある特定の、ないしは複数の体力要素（機能）を高めの動作である。Throughout the 

Position Stand, evidence about the impact of exercise training is considered for several 

dimensions of exercise: aerobic exercise training (AET) refers to exercises in which the body’s 

large muscles move in a rhythmic manner for sustained periods; resistance exercise training 

(RET) is exercise that causes muscles to work or hold against an applied force or weight; 

flexibility exercise refers to activities designed to preserve or extend range of motion (ROM) 

around a joint; and balance training refers to a combination of activities designed to increase 

lower body strength and reduce the likelihood of falling. この見解表明を通して、運動トレーニ

ングの効果に関する根拠としての、体力の複数の側面（機能）を定義した。有酸素運動とは大筋

群をリズミカルに持続的に活動させる運動、レジスタンストレーニングとは加えられた抵抗に抗し

てまたは維持して骨格筋が活動する運動、柔軟性運動とは関節まわりの可動域を維持したり広

げたりすることを目指す運動、バランス運動とは下肢の骨格筋の筋力を高め転倒の危険性を低

減させる運動のことである。Participation in exercise and the accumulation of physical activity 

have been shown to result in improvements in Physical fitness, which is operationally defined as 

a state of well-being with a low risk of premature health problems and energy to participate in 

a variety of physical activities. 運動を実施したり、身体活動を積み重ねたりすることによって体

力は向上するが、体力とは時期尚早な健康上の問題を起こす危険性を低減したり様々な身体

活動を実施するためのエネルギー（元気）がある幸福な状態であると定義する。Sedentary living 

is defined as a way of living or lifestyle that requires minimal physical activity and that 

encourages inactivity through limited choices, disincentives, and/or structural or financial 

barriers. 座業的な生活とは、最小限度の身体活動を必要とする、選択肢の少ない、行動意欲

や、経済成長も妨げられた生活習慣のことである。There is no consensus in the aging literature 

regarding when old age begins and no specific guidelines about the minimum age of participants 

in studies that examine the various aspects of the aging process. 加齢に関する文献で、加齢

が始まる年齢についての統一した見解はなく、加齢に伴う変化を検討する研究で対照とすべき

最小年齢に関する統一見解もない。The recently published ACSM/AHA physical activity and 

public health recommendations (167) for older adults suggest that, in most cases, “old age” 

guidelines apply to individuals aged 65 yr or older, but they can also be relevant for adults aged 

50–64 yr with clinically significant chronic conditions or functional limitations that affect 

movement ability, fitness, or physical activity. アメリカスポーツ医学会とアメリカ心臓協会が最

近発表した身体活動と公衆衛生に関する推奨に関する文章では、高齢者とは、多くの場合、65
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歳以上とすることを推奨しているが、しかし、臨床上は、50〜64 歳の成人でも、行動、体力、身

体活動が制限されるような著しい慢性的な状態になりうること示している。Consistent with this 

logic, in the present review, most literatures cited are from studies of individuals aged 65 yr 

and older; however, occasionally, studies of younger persons are included when appropriate. こ

のようなことから、本レビューでも 65 歳以上を高齢者とするが、適切と考えられる場合は、それ未

満の年齢の者を取り扱った文献も含んでいる。 

 

Process. 方法 

In 2005, the writing group was convened by the American College of Sports Medicine and 

charged with updating the existing ACSM Position Stand on exercise for older adults. 2005 年、

アメリカスポーツ医学会の高齢者の運動に関する見解表明を改定するため、執筆者が交代した。

The panel members had expertise in public health, behavioral science, epidemiology, exercise 

science, medicine, and gerontology. 執筆者として、公衆衛生、行動科学、疫学、運動化学、医

学、そして老年学に関する専門家が選ばれた。The panel initially reviewed the existing ACSM 

Position Stand and developed an outline for the revised statement. まず、既存のアメリカスポー

ツ医学会の見解表明を確認し、改訂版の構成を決めた。Panel members next wrote 

background papers addressing components of the proposed Position Stand, using their 

judgment to develop a strategy for locating and analyzing relevant evidence. 次に、執筆者は、

関連する根拠文献を見つけ、分析し、採択するか否かを判断した。The panelists relied as 

appropriate on both original publications and earlier reviews of evidence, without repeating 

them. 執筆者は、古いレビューは参考にせず、もともとの（オリジナル）論文と、新しいレビューを

選んだ。Because of the breadth and diversity of topics covered in the Position Stand and the 

ACSM requirement that Position Stands be no longer than 30 pages and include no more than 

300 citations, the panel was not able to undertake a systematic review of all of the published 

evidence of the benefits of physical activity in the older population. 見解表明に含まれる内容

が多技に渡ることと、アメリカスポーツ医学会が見解表明の文章は 30 ページ以下、参考文献は

300 件以下に制限しているため、身体活動が高齢者に利益をもたらすことに関する発表されて

いる全ての文献を網羅的に検討することはできなかった。Rather, the Position Stand presents a 

critical and informed synthesis of the major published work relevant to exercise and physical 

activity for older adults. むしろ、見解表明では、高齢者の運動ないしは身体活動に関連する、

欠くことができない、そして主要な発表された文献を紹介している。 

 

Strength of evidence. 根拠の強さ 

In accordance with ACSM Position Stand guidelines, throughout this Position Stand, we have 

attempted to summarize the strength of the available scientific evidence underlying the 

relationships observed in the various subsections of the review. アメリカスポーツ医学会の見解

表明に関するガイドラインに従って、この見解表明の各セクションで、現存する各文献における

科学的な確証の度合いをまとめて示すように心がけた。An Agency for Health Care Research 

and Quality (AHRQ) report notes that no single approach is ideally suited for assessing the 
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strength of scientific evidence particularly in cases where evidence is drawn from a variety of 

methodologies (260). ヘルスケア研究·品質調査機関（AHRQ）は、様々な方法で検討した結果

が存在する場合、科学的根拠として最も理想的な１つの方法論があるわけではないことを示して

いる。The AHRQ report notes that significant challenges arise when evaluating the strength of 

evidence in a body of knowledge comprising of combinations of observational and randomized 

clinical trial (RCT) data as frequently occurs in aging research. AHRQ のレポートは、加齢に

関する研究において、観察による研究と、無作為化介入研究の両方が、強い根拠となり得ること

を報告している。The AHRQ consensus report notes that although many experts would agree 

that RCTs help to ameliorate problems related to selection bias, others note that 

epidemiological studies with larger aggregate samples or with samples that examine diverse 

participants in a variety of settings can also enhance the strength of scientific evidence.無作

為化介入研究が、研究対象の偏りの影響を排除する方法であることを多くの専門家が認めてい

るが、多人数を対象にしたり、異なった特性のある集団を対照にしたりしている疫学的研究も強

い根拠となり得ることを AHRQ のレポートは示している。Consistent with this approach, in this 

Position Stand, the writing group adopted a taxonomy in which both RCT and observational 

data were considered important when rating the strength of available evidence into one of four 

levels. このようなことから、この見解表明の執筆者も、無作為化介入研究と、観察研究の両方

を重要な根拠となり得ると考え、これらに基づいて根拠の強さを４段階で示すこととした。In each 

case, the writing group collectively evaluated the strength of the published evidence in 

accordance with the following criteria: 執筆者は、以下の基準に基づいて、各セクションの科学

的根拠の強さを評価した。 

1. Evidence Level A. 根拠レベルＡ Overwhelming evidence from RCTs and/or 

observational studies, which provides a consistent pattern of findings on the basis of 

substantial data. 実質的なデータに供づいた、常に一定方向の結果が、無作為化介入研

究と観察研究の両方で得られているため、根拠として圧倒的である場合。 

2. Evidence Level B. 根拠レベルＢ Strong evidence from a combination of RCT and/or 

observational studies but with some studies showing results that are inconsistent with the 

overall conclusion. 大多数の無作為化介入研究と観察研究の両方で、一致した結果が示

されているが、一部の研究の結果は反している場合。 

3. Evidence Level C. Generally positive or suggestive evidence from a smaller number of 

observational studies and/or uncontrolled or nonrandomized trials. 根拠レベルＣ 少数を

対象にした観察研究や、対照に偏りがあったり、無作為化されていなかったりする研究によ

って、一定の結果が示されている場合。 

4. Evidence Level D. 根拠レベルＤ Panel consensus judgment that the strength of the 

evidence is insufficient to place it in categories A through C. Ａ〜Ｃに分類するには根拠

が不十分な場合。 

 

SECTION 1: NORMAL HUMAN AGING  

セクション１: 正常なヒトの加齢 
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Structural and functional decline. 構造と機能の低下 

With advancing age, structural and functional deterioration occurs in most physiological 

systems, even in the absence of discernable disease (152). 仮に認識できる疾病がないとしても、

加齢に伴って、大部分の生理学的システムの劣化が生じる。These age-related physiological 

changes affect a broad range of tissues, organ systems, and functions, which, cumulatively, can 

impact activities of daily living (ADL) and the preservation of physical independence in older 

adults. これらの加齢に伴う生理学的な変化によって、広範な組織、臓器、機能、そしてこれら

の累積的な影響によって生活活動が影響を受け、高齢者の独立した生活能力が犯される。

Declines in maximal aerobic capacity (V˙O2max) and skeletal muscle performance with 

advancing age are two examples of physiological aging (98). 最大酸素摂取量と骨格筋能力の

低下は、加齢に伴う生理学的変化における２つの典型例である。Variation in each of these 

measures are important determinants of exercise tolerance (245) and functional abilities (16,41) 

among older adults. これらの指標における変化は、高齢者の運動耐性と機能上の能力を決定

する重要な因子である。Baseline values in middle-aged women and men predict future risks of 

disability (19,192), chronic disease (18) and death (18,160). 中年時の女性と男性のこれらの値

は、将来の障害や慢性疾患の発生、そして死亡率を予測する。Age-related reductions in 

V˙O2max and strength also suggest that at any submaximal exercise load, older adults are often 

required to exert a higher percentage of their maximal capacity (and effort) when compared with 

younger persons. 加齢に伴って最大酸素摂取量や筋力が低下することは、最大下運動におい

て、高齢者は若年者よりも高い強度を発揮しなければならないことを示唆する。Changing body 

composition is another hallmark of the physiological aging process, which has profound effects 

on health and physical function among older adults. 身体組成の変化も加齢に伴う生理学的な

変化の特徴の一つであり、これに伴って高齢者の健康や生理学的機能に深刻な影響を及ぼす。

Specific examples include the gradual accumulation of body fat and its redistribution to central 

and visceral depots during middle age and the loss of muscle (sarcopenia) during middle and old 

age, with the attendant metabolic (113,190) and cardiovascular (123,222) disease risks. 典型

的な変化には、徐々に体脂肪が蓄積し、その蓄積部位が中年以降に体幹ないしは内臓に変化

し、中年期から高齢期にかけて骨格筋量も減少し（サルコペニア）、これに伴って代謝性疾患や

心臓血管疾患の危険性が高まる。A summary of these and other examples of physiological 

aging, the usual time course of these changes, and the potential functional and clinical 

significance of these changes are provided in Table 2. これらの要約や、他の生理学的加齢変

化については、一般的な時系列に従って、また、機能や臨床上の重要性も含めて、表２にまと

めた。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨  

Evidence category A. 根拠レベルＡ  

Advancing age is associated with physiologic changes that result in reductions in functional 

capacity and altered body composition. 加齢に伴って生理的変化が生じ、これによって機能低
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能力が低下し、身体組成が変化する。 

 

TABLE 2. 表２ Summary of typical changes in physiological function and body composition with 

advancing age in healthy humans. 健康なヒトの加齢に伴う生理学機能と身体組成の典型的変化 

Variables 

変数 

Typical Changes 

変化の典型例 

Functional Significance* 

機能上の意義 

Muscular function 筋機能 

Muscle strength 

and power  

筋力とパワー 

Isometric, concentric, and eccentric strength 

decline from age 〜40 yr, accelerate after age 

65–70 yr. 等尺性、短縮性、伸長性の筋力が

40 歳ぐらいから低下し始める。Lower body 

strength declines at a faster rate than upper 

body strength. 上肢よりも下肢の筋力低下が

速 い Power declines at faster rate than 

strength. 筋力よりもパワーの低下が速い。 

Deficits in strength and 

power predict disability in old 

age and mortality risk. 筋力

やパワーの低下が高齢期に

おける障害や死亡率を予測

する。 

Muscle 

endurance and 

fatigability 筋持

久力と疲労性 

Endurance declines. 持 久 力 が 低 下 す る 。

Maintenance of force at a given relative 

intensity may increase with age. 相対的強度

における力発揮の持続力は加齢に伴って増加

するかもしれない。Age effects on mechanisms 

of fatigue are unclear and task-dependent. 加

齢が疲労性に及ぼすメカニズムは不明で、作

業の種類に依存している。 

Unclear but may impact 

recovery from repetitive daily 

tasks. 明確には分かってい

ないが、日々の作業に伴う疲

労からの回復に影響するかも

しれない。 

Balance and 

mobility バ ラ ン

スと移動能力 

Sensory, motor, and cognitive changes alter 

biomechanics (sit, stand, locomotion). 感覚、

運動能力、そして認知能力の変化がバイオメ

カニクス（座る、立つ、歩く）を変化させる。

These changes + environmental constraints 

can adversely affect balance and mobility. これ

らの変化や環境に存在する制限要因がバラン

スや移動能力に悪影響する。 

Impaired balance increases 

fear of falling and can reduce 

daily activity. バランス能力

の低下が転倒に対する恐怖

感を強め、身体活動量を低

下させることがある。 

Motor 

performance and 

control 運 動 能

力とコントロール

能力 

Reaction time increases. 反応時間が延長す

る。Speed of simple and repetitive movements 

slows. 単純動作や反復動作の速度が低下す

る。Altered control of precision movements. 

動 作 の正 確 さのコントロールが変 化 する。

Complex tasks affected more than simple 

tasks. 単純な動作以上に、複雑な動作が影

響される。 

Impacts many IADL and 

increases risk of injury and 

task learning time. 手段的日

常生活動作が障害され、怪

我の危険性が高まり、新たな

動作の学習に手間取る。 
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Flexibility and 

joint ROM 柔軟

性と関節可動域 

Declines are significant for hip (20%–30%), 

spine (20%–30%), and ankle (30%–40%) flexion 

by age 70 yr, especially in women. 70 歳時に

おいて、股関節(20%–30%)。脊柱(20%–30%)、足

関節の柔軟性が、特に女性において低下す

る。Muscle and tendon elasticity decreases. 

筋や腱の伸展性が低下する。 

Poor flexibility may increase 

risks of injury, falling, and 

back pain. 柔 軟 性 の 低 下

が、怪我、転倒、腰痛の可能

性を高めるかもしれない。 

Cardiovascular function 心臓血管系機能 

Cardiac function 

心機能 

Max HR (208-0.7•age), stroke volume, and 

cardiac output decline. 最大心拍数、心拍出

量、そして心拍出量が減少する。Slowed HR 

response at exercise onset. 運動開始時の心

拍数増加の応答が遅くなる。Altered diastolic 

filling pattern (rest, ex). 安静時と運動時の両

方 で 、 拡 張 期 充 満 の 様 式 が 変 化 す る 。

Reduced left ventricular ejection fraction %. 

左 室 の 駆 出 率 が 減 少 す る 。 Decreased HR 

variability. 心拍変動が減少する。 

Major determinant of reduced 

exercise capacity with aging. 

加齢に伴う運動能力低下の

主な決定要因。 

Vascular 

function 血管系

機能 

Aorta and its major branches stiffen. 大動脈と

主な血管枝が硬化する。Vasodilator capacity 

and endothelium-dependent dilation of most 

peripheral arteries (brachial, cutaneous) 

decrease. 血管の拡張能力と、ほとんどの末梢

血管（上腕、皮下）の内皮依存性拡張が低下

する。 

Arterial stiffening and 

endothelial dysfunction 

increase CVD risk. 動脈硬

化と末梢血管の機能不全は

心血管疾患の可能性を高め

る。 

Blood pressure 

血圧 

BP at rest (especially systolic) increases. 安

静 時 血 圧 （ 特 に 収 縮 期 ） が 上 昇 す る 。 BP 

during submaximal and maximal exercise are 

higher in old vs young, especially in older 

women. 若年者よりも高齢者の、特に高齢女

性において、最大下および最大運動中の血圧

が高くなる。 

Increased systolic BP reflects 

increased work of the heart 

収縮期血圧の増加は心臓の

負担増を意味する。 

Regional blood 

flow 局所血流 

Leg blood flow is generally reduced at rest, 

submaximal, and maximal exercise. 一 般 的

に、脚の血流は、安静時、最大下、最大運動

時 に 減 少 す る 。 Renal and splanchnic 

vasoconstriction during submaximal exercise 

may be reduced with age. 最大下運動時の、

腎と内臓の血管収縮は、加齢に伴って減少す

May influence exercise, ADL, 

and BP regulation in old age. 

高齢者の運動、生活活動、

そして血圧調節に影響する

かもしれない。 
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るかもしれない。 

O2 extraction 

酸素抽出 

Systemic: 全身性の: same at rest and during 

submaximal exercise, same or slightly lower at 

maximal exercise. 安静時と最大下運動時で

は代わらないが、最大下運動時ではわずかに

低下。 

Capacity for peripheral O2 

extraction is relatively 

maintained. 末梢組織におけ

る酸素抽出能力は比較的維

持される。 

 Legs: 脚 : no change at rest or during 

submaximal exercise; decreased slightly at 

maximal exercise. 安静時と最大下運動時で

は代わらないが、最大下運動時ではわずかに

低下。 

 

Blood volume 

and composition 

血液量と組成 

Reduced total and plasma volumes; 全血液量

と 血 漿 量 は 減 少 す る small reduction in 

hemoglobin concentration. ヘモグロビン濃度

がわずかに減少する。 

May contribute to reduced 

max stroke volume via 

reduced cardiac preload. 前

負荷が減少することにより最

大１回拍出量の減少につな

がる。 

Body fluid 

regulation 体 水

分の調節 

Thirst sensation decreases. のどの渇きを感じ

に く く な る 。 Renal sodium- and 

water-conserving capacities are impaired. 腎

でのナトリウムと水分の保存能力が低下する。

Total body water declines with age. 全体水分

量が加齢に伴い減少する。 

May predispose to 

dehydration and impaired 

exercise tolerance in the 

heat. 脱水を起こしやすく、

高温環境での運動耐性の低

下につながるかもしれない。 

Pulmonary function 肺機能 

Ventilation 換

気 

Chest wall stiffens. 胸 壁 が 硬 化 す る 。

Expiratory muscle strength decreases. 呼気に

係わる骨格筋の筋力が低下する。Older adults 

adopt different breathing strategy during 

exercise. 運動中の呼吸パターンが高齢者で

は異なる。Work of breathing increases. 労作

時の呼吸が増加する。 

Pulmonary aging not limiting 

to exercise capacity, except 

in athlete. 競技者でない限

り、肺の老化は運動能力に影

響しない。 

Gas exchange 

ガス交換 

Loss of alveoli and increased size of remaining 

alveoli; 肺胞数が減少し、また残っている肺胞

のサイズも減少する。reduces surface area for 

O2 and CO2 exchange in the lungs. 肺での

O2 と CO2 を交換するための表面積が減少す

る。 

Arterial blood gases usually 

well-maintained up to 

maximal exercise. 動脈血中

のガスは、最大運動までは維

持される。 

Physical functional capacities 身体機能能力 

Maximal O2 Overall decline averages 0.4–0.5 Indicates functional reserve
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uptake 最 大 酸

素摂取量 

mL/kg/min/yr (9% per decade) in healthy 

sedentary adults. 健康な成人では、年に平均

0.4-0.5ml/kg/min （ 0.9 ％ ） ず つ 減 少 す る 。

Longitudinal data suggest rate of decline 

accelerates with advancing age. 縦断的研究

によると、減少速度は加齢に伴って加速する。 

機能的余力を示す。; disease 

and mortality risk factor. 疾

病と死亡率の危険因子であ

る。 

O2 uptake 

kinetics 酸素摂

取動態 

Systemic O2 uptake kinetics at exercise onset 

is slowed in old vs young, but this may be task 

specific. 酸素摂取量増加の立ち上がりは、若

年者と比較して、高齢者で遅くなる。しかし、こ

の特性は作業の種類に特異的である。Prior 

warm-up exercise may normalize age 

difference. 事前にウォーミングアップを行うこと

で、この加齢変化を正常化できる。 

Slow V˙O2 kinetics may 

increase O2 deficit and 

promote early fatigue. 酸素

摂取量増加の立ち上がりが

遅いということは、酸素負債

が増加することを意味し、早

期に疲労を起こしやすい。 

Lactate and 

ventilatory 

thresholds 乳

酸 、ないしは換

気性作業閾値 

Ventilatory thresholds (expressed as a 

percentage of V˙O2max) increase with age. 最

大酸素摂取量に対する相対値で表した換気

性 作 業 閾 値 は 加 齢 に 伴 っ て 増 加 す る 。

Maximal lactate production, tolerance, and 

clearance rate post-exercise decline. 乳酸の

最大産出量と、運動終了後の乳酸除去能力

は低下する。 

Indicative of reduced 

capacity for high intensity 

exercise. 高 強 度 運 動 の 実

施能力が低下することを示唆

する。 

Submaximal 

work efficiency 

最 大 下 運 動 時

の効率 

Metabolic cost of walking at a given speed is 

increased. 同一速度における歩行時の消費エ

ネ ル ギ ー は 増 加 す る 。 Work efficiency 

(cycling) is preserved, but O2 debt may 

increase in sedentary adults. 自転車運動時の

効率は変化しないが、座業的成人の酸素負債

は増加する。 

Implications for caloric cost 

and V˙O2 prediction in older 

adults. 高齢者では、エネル

ギーの需要量、すなわち酸

素需要量が増加することを意

味する。 

Walking 

kinematics 歩行

動作 

Preferred walking speed is slower. 自然歩行

の速度が低下する。Stride length is shorter; 

歩幅は短くなる double-limb support duration 

is longer. 両脚支持時間が長くなる。Increased 

gait variability. 歩 調 の変 動 が大 きくなる。

These age differences are exaggerated when 

balance is perturbed. バランス能力に問題が

あると、これらの変化が顕著になる。 

Implications for physical 

function and risk of falling. 

身体機能の低下と転倒の危

険性を示唆する。 

Stair climbing 

ability 階段を上

Maximal step height is reduced, reflects 

integrated measure of leg strength, 

Implications for mobility and 

physically demanding ADL.移
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る能力 coordinated muscle activation, and dynamic 

balance. 脚筋力の低下、筋活動のコーディネ

ーション、動的バランス能力が低下することに

より、最大歩高は減少する。 

動と日常生活動作が負担に

なることを示唆する。 

Body composition/metabolism 身体組成/代謝 

Height 伸長 Height declines approximately 1 cm per 

decade during the 40s and 50s, accelerated 

after age 60 yr (women > men). 40 歳代から 50

歳代にかけて年におおよそ 1cm ずつ、60 歳代

以降は加速して（女＞男）、身長が低下する。

Vertebral disks compress; 椎間板が圧縮され

る thoracic curve becomes more pronounced. 

胸椎の後弯が増強する。 

Vertebral changes can impair 

mobility and other daily 

tasks. 脊柱の変化は移動能

力や日常生活動作を障害す

る。 

Weight 体重 Weight steadily increases during the 30s, 40s, 

and 50s, stabilizes until ~age 70 yr, then 

declines. 30、40、50 歳代では体重は増加し、

70 歳 代 で 安 定 し 、 そ の 後 減 少 す る 。

Age-related changes in weight and BMI can 

mask fat gain/muscle loss. 加齢に伴う体重な

いしは BMI の変化には体脂肪量の増加と筋量

の減少が内在している。 

Large, rapid loss of weight in 

old age can indicate disease 

process. 高齢期における急

激な体重減少は、疾病の進

展を示唆する。 

FFM 除脂肪組

織 

FFM declines 2%–3% per decade from 30 to 70 

yr of age. 除脂肪組織は、30 歳から 70 歳の間

に、年に 0.2-0.3％ずつ減少する。Losses of 

total body protein and potassium likely reflect 

the loss of metabolically active tissue (i.e., 

muscle). 総蛋白量、ないしは総リン量の減少

は、活動組織（例: 骨格筋）の減少を反映する

可能性がある。 

FFM seems to be an 

important physiological 

regulator. 除 脂 肪 組 織 は 、

生理学の調節因子として重

要であると思われる。 

Muscle mass and 

size 筋量と筋の

サイズ 

Total muscle mass declines from age ~40 yr, 

accelerated after age 65–70 yr (legs lose 

muscle faster). 総筋量は 40 歳ぐらいから減少

し始め、65-70 歳ぐらいからその減少は加速す

る （ 脚 の 筋 の 減 少 が 速 い ） 。 Limb muscles 

exhibit reductions in fiber number and size 

(Type II > I). 四肢の筋の変化は、筋線維数と

筋線維サイズの減少を示している（速筋＞遅

筋） 

Loss of muscle mass, Type II 

fiber size = reduced muscle 

speed/power. 筋 量 が 減 少

し、速筋線維数が減少するこ

とは、筋の速度やパワーが減

少することを意味する。 

MQ 筋の質 Lipid and collagen content increase. 脂質とコ Changes may be related to 
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ラーゲンの割 合 が増 加 する。Type I MHC 

content increases, type II MHC decreases. 速

筋線維の割合が低下し、遅筋線維の割合が高

くなる。Peak-specific force declines. 最大張

力 が 低 下 す る 。 Oxidative capacity per kg 

muscle declines. 重量あたりの酸素消費量が

減少する。 

insulin resistance and muscle 

weakness. これらの変化はイ

ンスリン抵抗性や筋の弱化と

関連しているかもしれない。 

Regional 

adiposity 部 位

の脂肪 

Body fat increases during the 30s, 40s, and 

50s, with a preferential accumulation in the 

visceral (intra-abdominal) region, especially in 

men. After age 70 yr, fat (all sites) decreases.  

30、40、50 歳代で体脂肪量は増加するが、特

に男性で腹部（内臓間）の脂肪が増加する。70

歳代以降では体脂肪量は減少する。 

Accumulation of visceral fat 

is linked to CV and metabolic 

disease. 内臓脂肪の増加は

心血管や代謝性疾患と関連

している。 

Bone density 骨

密度 

Bone mass peaks in the mid to late 20s. 骨量

は 20 歳代の中ないしは後期に最大値になる。

BMD declines 0.5%/yr or more after age 40 yr. 

骨密度は年に 0.5％の割合で減少するが、40

歳 代 以 降 で は 加 速 す る 。 Women have 

disproportionate loss of bone (2%–3%/yr) after 

menopause. 女 性 で は 、 閉 経 後 に 不 均 衡

（2-3％/年）に減少する。 

Osteopenia (1–2.5 SD below 

young controls) elevates 

fracture risk. 骨減少症（若

年者の 1-2.5SD よりも低い）

により骨折の危険性が上昇

する。 

Metabolic 

changes 代謝の

変化 

RMR (absolute and per kgFFM), muscle 

protein synthesis rates (mitochondria and 

MHC), and fat oxidation (during submaximal 

exercise) all decline with advancing age. RMR

（絶対値も、除脂肪体重あたりも）、筋蛋白合

成速度（ミトコンドリアでも、ミオシン重鎖でも）、

脂質酸化（最大下運動での）の全てが加齢に

伴って減少する。 

These may influence 

substrate utilization during 

exercise. これらの変化によ

り、運動中の基質消費が変

化するかもしれない。 

Typical changes generally reflect age-associated differences on the basis of cross-sectional data, 

which can underestimate changes followed longitudinally. 加齢に伴う典型的な変化の大半は横

断的研究によるものであるため、縦断的変化よりも見かけ上少なくなる可能性がある。 

* The strength of existing evidence for the functional associations identified in the far right 

column ranges between A and D. 右端の列の内容に関する根拠のレベルはＡからＤの幅がある。 

BMI, body mass index; BP, blood pressure; CVD, cardiovascular disease; IADL, instrumental 

ADL; MHC, myosin heavy chain; Peak, peak or maximal exercise responses; RMR, resting 

metabolic rate. 
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Declining physical activity. 身体活動の低下 

Older populations are generally less physically active than young adults, as indicated by 

self-report and interview, body motion sensors, and more direct approaches for determining 

daily caloric expenditure (53,216,261). 自己申告や面接調査、身体活動量計、さらには消費エ

ネルギーを直接的に測定することによって、若年成人と比較して、高齢者の身体活動は一般的

に減少する。Although the total time spent per day in exercise and lifestyle physical activities 

by some active older adults may approach that of younger normally active adults (11,217), the 

types of physical activities most popular among older adults are consistently of lower intensity 

(walking, gardening, golf, low-impact aerobic activities) (191,209) compared with those of 

younger adults (running, higher impact aerobic activities) (209). 一部の活動的な高齢者が行う

運動や身体活動の総時間は、活動的な若年者のそれに近いが、大部分の活動的な高齢者が

実施する運動（ウォーキング、ガーデニング、ゴルフ、ローインパクトな有酸素性運動）の強度は、

活動的な若年者のそれ（ランニング、ハイインパクトな有酸素性運動）よりも低い。A detailed 

breakdown of physical activity participation data by age groups and physical activity types is 

beyond the scope of this review; however, the National Center for Health Statistics maintains a 

database of the most recent monitoring data for tracking Healthy People 2010 objectives 

including physical activity. 高齢グループの身体活動に関する詳細なデータを示すことは、本

見解表明の趣旨を超えるが、国立健康統計センターがヘルシーピープル 2010 に際して調査し

たデータの中に身体活動に関するものも含まれている。Data are included for all the objectives 

and subgroups identified in the Healthy People 2010, including older adults (166). データには、

ヘルシーピープル 2010 の対照となった、高齢者を含めた全ての人たちと集団のデータが含ま

れている。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A/B. 根拠レベルＡ/Ｂ 

Advancing age is associated with declines in physical activity volume and intensity. 加齢に伴

って身体活動の量と強度が低下する。 

 

Increased chronic disease risk. 慢性疾患の危険性の増加 

The relative risk of developing and ultimately dying from many chronic diseases including 

cardiovascular disease, type 2 diabetes, obesity, and certain cancers increases with advancing 

age (137,217,222). 心臓血管疾患、２型糖尿病、肥満、そしてある種の癌発生、そしてこれらに

よる死亡の相対的危険率が加齢に伴って増加する。Older populations also exhibit the highest 

prevalence of degenerative musculoskeletal conditions such as osteoporosis, arthritis, and 

sarcopenia (176,179,217). 高齢集団においては、また、骨粗しょう症、関節炎、サルコペニアの

ように、筋骨格系の状態が変性している人の割合が高い。Thus, age is considered a primary 

risk factor for the development and progression of most chronic degenerative disease states. こ

のように、加齢は、変性性慢性疾患の発生と進展の主要な危険因子であると考えられる。

However, regular physical activity substantially modifies these risks. しかしながら、定期的な
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身体活動の実施は、これらの危険性を大幅に低減する。This is suggested by studies 

demonstrating a statistically significant decrease in the relative risk of cardiovascular and 

all-cause mortality among persons who are classified as highly fit (and/or highly active) 

compared with those in a similar age range who are classified as moderately fit (and/or normally 

active) or low fit (and/or sedentary). このことは、同じ年代に人であっても、高体力（ないしは高

度に活動的）な人において、中等度に高体力（ないしは中程度の活動的）な人や、低体力（な

いしは座業的）な人よりも、心血管疾患や全ての原因による死亡率が有意に低いことを報告して

いる複数の研究結果により示唆される。The largest increment in mortality benefit is seen when 

comparing sedentary adults with those in the next highest physical activity level (19). 死亡率

の最も大きな変化は、座業的な人と、中等度に活動的な人との比較において示される（西端: 

中程度の人と、高度な人との間の差よりも大きい）。Additional evidence suggests that muscular 

strength and power also predict all-cause and cardiovascular mortality, independent of 

cardiovascular fitness (69,122). さらには、心血管系の体力と独立して、筋力とパワーも前死亡

や心血管系死亡を予測することを示唆する先行研究も存在する。Thus, avoidance of a 

sedentary lifestyle by engaging in at least some daily physical activity is a prudent 

recommendation for reducing the risk of developing chronic diseases and postponing premature 

mortality at any age. このようなことから、日常的な身体活動をいくらかでも行い、座業的な生活

を避けるようにするという推奨は、慢性疾患を予防したり、早死にを避けたりするための賢明なも

のである。Although a detailed breakdown of the impact of physical activity on the reduction in 

risk of developing and dying from chronic diseases is beyond the scope of this review, the 

recently published Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report (51) by the 

Department of Health and Human Services (DHHS) provides a comprehensive summary of the 

evidence linking physical activity with the risk of developing and dying from a variety of 

different conditions. 身体活動がどのような慢性疾患を予防したり、どのぐらい早死にのリスクを

軽減したりするのかに関する詳細は、本レビューの範囲を超えるが、最近発表された保健社会

福祉省の身体活動指針諮問委員会報告に、これらに関する詳細な根拠のリストが示されている。

The report contains information for the general population as well as for older adults in 

particular. この報告書には、高齢集団だけでなく、一般成人についても含まれている。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベル Ｂ 

Advancing age is associated with increased risk for chronic diseases, but physical activity 

significantly reduces this risk. 加齢に伴って慢性疾患の可能性が増加するが、身体活動はこ

の危険性を低減する。 

 

SECTION 2: PHYSICAL ACTIVITY AND THE AGING PROCESS  

セクション２: 身体活動と加齢プロセス 

 

Physical activity and the aging process. 身体活動と加齢プロセス 
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Aging is a complex process involving many factors that interact with one another, including 

primary aging processes, “secondary aging” effects (resulting from chronic disease and lifestyle 

behaviors), and genetic factors (152,258). 加齢は複雑で、多くの因子が含まれており、また、こ

れらの因子は相互に関連する。加齢プロセスには一次的なものと、二次的なもの（慢性疾患や

生活習慣の結果として生じるもの）があり、これに遺伝因子が関与する。The impact of physical 

activity on primary aging processes is difficult to study in humans because cellular aging 

processes and disease mechanisms are highly intertwined (137). 細胞の加齢変化と疾病のメカ

ニズムが相互に複雑に絡み合っているため、身体活動が一次的なヒトの加齢プロセスに及ぼす

影響を調べることは、困難である。There are currently no lifestyle interventions, including 

exercise, which have been shown to reliably extend maximal lifespan in humans (98,175). 現在

までのところ、介入研究として、運動習慣を含めた生活習慣の変更がどのぐらいヒトの寿命を延

長するのかを信頼できる形で示したものはない。Rather, regular physical activity increases 

average life expectancy through its influence on chronic disease development (via reduction of 

secondary aging effects). あるのは、定期的な身体活動が、（二次的な加齢に及ぼす影響として）

慢性疾患に及ぼす影響を検討することによって、平均でどの程度の寿命を延長する可能性が

あるのかを示したものである。Physical activity also limits the impact of secondary aging through 

restoration of functional capacity in previously sedentary older adults. 身体活動は、また、以

前に座業的であった高齢者の機能的な能力を回復させることによる、二次的な加齢に対する影

響に限定される。AET and RET programs can increase aerobic capacity and muscle strength, 

respectively, by 20%–30% or more in older adults (101,139). 有酸素運動とレジスタンストレーニ

ングは、高齢者の有酸素能力や筋力を 20-30％、ないしはもっと増加させる。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A. 根拠レベル Ａ 

Regular physical activity increases average life expectancy through its influence on chronic 

disease development, through the mitigation of age-related biological changes and their 

associated effects on health and well-being, and through the preservation of functional capacity.

定期的な身体活動は、慢性疾患の発生に影響すること、生物学的加齢を軽減すること、そして

これらによって健康や幸福に影響し、機能的能力を維持することによって、平均寿命を延長す

る。 

 

Factors influencing functional decline in aging. 加齢に伴う機能の低下に及ぼす要因 

Although the pattern of age-related change for most physiological variables is one of decline, 

some individuals show little or no change for a given variable, whereas others show some 

improvement with age (119). 加齢に伴う生理学的変数の変化のパターンは低下であるが、ある

変数においてはほとんど変化を示さない人もいるし、逆に工場を示す人もいる。There are also 

individuals for whom physical functioning oscillates, exhibiting variable rates of change over 

time (120,187,192), possibly reflecting variable levels of physical activity and other cyclical 

(seasonal) or less predictable (sickness, injuries) influences. 人によっては生理的機能が上が
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ったり下がったりする人もいるが、これは、例えば季節変化として、ないしは体調や怪我によって、

身体活動量が変動するからであろう。However, even after accounting for the effect of different 

levels of physical activity, there is still substantial between subject variability (at a given point 

in time and in rates of change over time) for most physiological measures, and this variability 

seems to increase with age (231). しかしながら、これらの身体活動量の実質的な変動を考慮に

入れたとしても、それ以上に個人差があり、この個人差は年齢とともに拡大する。Individual 

variation is also apparent in the adaptive responses to a standardized exercise training 

program; some individuals show dramatic changes for a given variable (responders), whereas 

others show minimal effects (nonresponders) (24). 画一的な運動プログラムに参加した際の応

答にも明らかな個人差があり、画期的に効果が得られる人もいれば、最小限度の効果しか得ら

れない人もいる。Determining the extent to which genetic and lifestyle factors influence 

age-associated functional declines and the magnitude of the adaptive responses to exercise 

(i.e., trainability) of both younger and older individuals is an area of active investigation. 加齢

に伴う機能の変化の程度に及ぼす遺伝や生活習慣の影響の程度を知ることや、若年者や高齢

者の、運動やトレーニングに対する効果の得られ方（トレーナビリティ）を知るための研究が、現

在、盛んに行われている。Exercise training studies involving families and twin pairs report a 

significant genetic influence on baseline physiological function (explaining ~30% to 70% of 

between-subjects variance) and trainability of aerobic fitness (24), skeletal muscle properties 

(199), and cardiovascular risk factors (24). 家族や双子を対象にしたトレーニング実験によって、

まず、トレーニングを開始する前の生理的機能（個人差の 30〜70％）が遺伝的に著しく決定さ

れていることを報告している研究がある。また、有酸素運動のトレーナビリティや骨格筋の特性、

そして心血管系疾患の危険因子においてもそうである。Although the role of genetic factors in 

determining changes in function over time and in response to exercise training in older humans 

is not well understood, it is likely that a combination of lifestyle and genetic factors contribute 

to the wide interindividual variability seen in older adults. しかしながら、長い年月における加

齢変化や、運動トレーニングに対する高齢者の応答に関しては、十分に分かっておらず、生活

習慣と遺伝因子の両方が、高齢者における大きな個人差を引き起こしている要因であると考え

られる。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベル Ｂ 

Individuals differ widely in how they age and in how they adapt to an exercise program. どのよ

うに老いるのかには大きな個人差がある。It is likely that a combination of genetic and lifestyle 

factors contribute to the wide interindividual variability seen in older adults. 高齢者における

大きな個人差は、遺伝的な要因と、生活習慣の両方が影響している可能性がある。 

 

Exercise and the aging process. 運動と加齢変化 

The acute physiological adjustments of healthy sedentary older men and women to submaximal 

aerobic exercise are qualitatively similar to those of young adults and are adequate in meeting 
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the major regulatory demands of exercise, which include the control of arterial blood pressure 

and vital organ perfusion, augmentation of oxygen and substrate delivery and utilization within 

active muscle, maintenance of arterial blood homeostasis, and dissipation of heat (213). 高齢

男性や女性が最大下の有酸素運動を行った際の生理学的な急性応答は、若年者のそれと質

的に代わりがなく、血圧の調節、生命維持に必要な組織への血流確保、活動筋への酸素と基

質の運搬と活動筋での消費、動脈血の恒常性維持、熱の発散などの、運動に対応するために

必要な主な調節は適切に行われる。The acute cardiovascular and neuromuscular adjustments 

to resistance exercise (both isometric and dynamic) also seem to be well preserved in healthy 

older adults (213). レジスタンス運動（等尺性、等張性供に）に必要な心血管系と神経筋の調

節も、高齢者においても十分に維持されるように見える。Accordingly, the normal 

age-associated reductions in functional capacity discussed in Section 1 should not limit the 

ability of healthy older adults to engage in aerobic or resistance exercise. このようなことから、

セクション１で議論したような加齢に伴う機能能力の低下は、健康な高齢者が有酸素運動やレ

ジスタンス運動に取り組む妨げにはならない。In addition, long-term adaptive or training 

responses of middle-aged and nonfrail older adults to conventional AET or RET programs (i.e., 

relative intensity-based, progressive overload) are qualitatively similar to those seen in young 

adults. さらには、一般的な有酸素トレーニングやレジスタンストレーニングプログラム（例: 相対

的な強度は同等で、徐々に過負荷が加えられるような）に対する中期的な適応に関しても、若い

人におけるそれと質的な差はないように見える。Although absolute improvements tend to be 

less in older versus young people, the relative increases in many variables, including V˙O2max 

(100), submaximal metabolic responses (211), and exercise tolerance with AET and limb muscle 

strength (139), endurance (255), and size (203) in response to RET, are generally similar. もっ

とも絶対的な改善の幅は高齢者の方が劣るが、相対的に見れば、最大酸素摂取量、最大下運

動における代謝応答、有酸素トレーニングに対する耐性や四肢の筋の筋力、持久力、レジスタ

ンストレーニングに対する筋肥大などの多くの指標において同等である。Physiological aging 

alters some of the mechanisms and time course (174,253) by which older men and women adapt 

to a given training stimulus (i.e., older adults may take longer to reach the same level of 

improvement), and sex differences are emerging with respect to these mechanisms (16), but the 

body’s adaptive capacity is reasonably well-preserved, at least through the seventh decade 

(98,217). 生理学的な加齢によって、高齢男性や女性がトレーニング刺激に適応する速度は遅

く、より長期を要し、この意味では性差も存在するが、少なくとも 70 歳代までは、身体が適応する

能力は維持される。During the combined demands of large muscle exercise and heat and/or 

cold stress, however, older individuals do exhibit a greater reduction in exercise tolerance and 

an increased risk of heat and cold illness/injury, respectively, compared with young adults 

(126). 正し、大筋群を使用する運動を高温や、低温の環境で行うことに対する耐性は、高齢者

では大幅に低下しており、熱中症や凍傷などを起こす危険性は高い。Age differences in 

exercise tolerance at higher ambient temperatures may be at least partially due to the lower 

aerobic fitness levels in older adults (126). 高齢者のほうが高温環境で運動することに耐性が

低い原因は、特に高齢者の有酸素性能力が低下していることにあるかもしれない。Cessation of 
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aerobic training by older adults leads to a rapid loss of cardiovascular (184,210) and metabolic 

(201) fitness, whereas strength training-induced (neural) adaptations seem more persistent 

(139), similar to what has been observed in younger populations (44,139). 高齢者がトレーニン

グを中止した際の体力の低下は、心血管系と代謝系の能力の低下速度が若い人のそれよりも

速く、筋力トレーニングによって高まった神経系の適応は、若年書と同様に比較的維持される。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 Evidence category A. 根拠

のレベルＡ 

Healthy older adults are able to engage in acute aerobic or resistance exercise and experience 

positive adaptations to exercise training. 健康な高齢者は急性の有酸素性ないしはレジスタン

ス運動を実施することが可能であり、運動トレーニングによって好ましい適応を得ることができ

る。 

 

Physical activity and successful aging. 身体活動とサクセスフル・エイジング 

When centenarians and other long-lived individuals are studied, their longevity is often 

attributed to a healthy lifestyle. 百寿者などの長寿の人の研究によって、長寿は健康的な生活

のたまものであることが多いことが報告されている。Three characteristic behaviors are routinely 

reported; ３つの特徴的な行動がしばしば報告される。these include exercising regularly, 

maintaining a social network, and maintaining a positive mental attitude (214,231). それらは、

運動を定期的に行い、社会とのつながりを維持し、そして前向きな精神的態度を持つことである。

Physiological factors that are most frequently associated with longevity and successful aging 

include low blood pressure, low body mass index and central adiposity, preserved glucose 

tolerance (low plasma glucose and insulin concentrations), and an atheroprotective blood lipid 

profile consisting of low triglyceride and LDL-cholesterol and high HDL-cholesterol 

concentrations (97,231). 長寿やサクセスフル・エイジングと関連のある生理学的因子は、血圧

が低いこと、BMI が低く腹部脂肪が少なく、耐糖能（血糖とインスリン濃度が低くい）が維持され、

動脈硬化を起こしにくい血液性状にある（中性脂肪と LDL コレステロールが低く、HDL コレステ

ロールが高い）ことである。Regular physical activity seems to be the only lifestyle behavior 

identified to date, other than perhaps caloric restriction, which can favorably influence a broad 

range of physiological systems and chronic disease risk factors (97,98), and may also be 

associated with better mental health (154) and social integration (155). 定期的な身体活動の

実施がこれまでに認められた唯一の生活習慣であるが、おそらくは、カロリー摂取制限も、広範

な生理学的システムを維持し、慢性疾患の危険性を低減し、よい精神健康を維持したり、社会

生活を維持したりするうえで好ましいものである可能性がある。Thus, despite large differences in 

genetic background among those of a given age cohort, it seems that physical activity may be a 

lifestyle factor that discriminates between individuals who have and have not experienced 

successful aging (207,214,258). このように、遺伝的には大きく異なった背景を持っているにも係

わらず、高齢者集団において、身体活動という生活スタイルが、サクセスフル・エイジングが可能

か否かを分けるものであるように思われる。 
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Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B/C. 根拠レベルＢ/Ｃ 

 

Regular physical activity can favorably influence a broad range of physiological systems and 

may be a lifestyle factor that discriminates between those individuals who have and have not 

experienced successful aging. 定期的な身体活動が、広範な生理学的システムに好ましい影響

を及ぼし、個々人のサクセスフル・エイジングを可能にするのか否かを左右する。 

 

Physical activity and the prevention, management, and treatment of diseases and chronic 

conditions. 身体活動と、疾病ないしは慢性的状態の予防、管理、治療 

There is growing evidence that regular physical activity reduces risk of developing numerous 

chronic conditions and diseases including cardiovascular disease, stroke, hypertension, type 2 

diabetes mellitus, osteoporosis, obesity, colon cancer, breast cancer, cognitive impairment, 

anxiety, and depression. 定期的な身体活動が、心血管疾患、脳卒中、高血圧、２型糖尿病、

骨粗しょう症、肥満、結腸がん、乳がん、認知障害、不安、つうなどの多くの慢性的状態や疾病

の危険性を低減するという証拠が次々と報告されるようになっている。In addition, physical 

activity is recommended as a therapeutic intervention for the treatment and management of 

many chronic diseases including coronary heart disease (70,185,242), hypertension 

(37,183,241), peripheral vascular disease (157), type 2 diabetes (220), obesity (252), elevated 

cholesterol (165,241), osteoporosis (75,251), osteoarthritis (1,3), claudication (232), and 

chronic obstructive pulmonary disease (170). さらに、身体活動が、冠動脈心疾患、高血圧、末

梢血管疾患、２型糖尿病、肥満、高コレステロール、骨粗しょう症、関節症、跛行症、閉塞性慢

性呼吸器疾患の治療的、管理的介入方法として推奨されている。Furthermore, clinical 

practice guidelines also identify a role for physical activity in the treatment and management of 

conditions such as depression and anxiety disorders (26), dementia (54), pain (4), congestive 

heart failure (197), syncope (25), stroke (79), back pain (85), and constipation (142). さらには、

うつや不安障害、認知症、痛み、鬱血性心不全、失神、脳卒中、背部痛、便秘の診療ガイドラ

インにおいても、身体活動の治療上や管理上の役割が認められている。Although a detailed 

review of the impact of regular physical activity on the development, treatment, and 

management of chronic diseases is beyond the scope of this Position Stand, Table 3 summarizes 

a growing body of evidence that regular physical activity reduces the risk of developing a large 

number of chronic diseases and is valuable in the treatment of numerous diseases. 定期的な身

体活動が、個々の慢性疾患の発生、治療、管理にどのようなインパクトを与えるのかに関する詳

細を紹介することは本見解表明の範疇を越えるが、定期的な身体活動が多くの種類の慢性疾

患の危険性を低減することや治療上の価値があることに関する増え続ける根拠を表３にまとめて

示した。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 
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Evidence category A/B. 根拠レベルＡ/Ｂ 

Regular physical activity reduces the risk of developing a large number of chronic diseases and 

conditions and is valuable in the treatment of numerous diseases. 定期的な身体活動は多くの

種類の慢性疾患発生の危険性を低減し、また、様々な疾病の治療として価値がある。 

 

SECTION 3: BENEFITS OF PHYSICAL ACTIVITY AND EXERCISE  

セクション３: 身体活動と運動による利益 

 

This section summarizes published research with respect to the known benefits of exercise on 

functional capacity, chronic disease risk, and quality of life (QOL) in adults of various ages. こ

のセクションでは、様々な年代における、運動が機能的能力、慢性疾患の危険性、そして QOL

（生活の質）に及ぼす利益に関して報告している研究論文を要約する。The review considers 

first the effects of long-term participation in exercise by aerobic- and resistance-trained 

athletes, followed by a summary of the benefits of various modes of exercise training in 

previously sedentary individuals. このレビューでは、まず、アスリートが長期的に有酸素性、な

いしはレジスタンストレーニングを継続することによって得られる効果を概観し、続いて、もともと

は座業的であった個人が様々な種類の運動トレーニングを行うことによって得られる利益につい

て概観する。The section concludes with a discussion of the benefits of physical activity and 

exercise training for psychological health, cognitive functioning, and overall QOL. このセクショ

ンには、身体活動や運動トレーニングによって得られる心理学的健康、認知機能、そして全般

的な QOL（生活の質）に関する利益についての議論も含まれている。 

 

STUDIES OF LONG-TERM PHYSICAL ACTIVITY IN ATHLETES  

アスリートにおける長期的な身体活動に関する研究 

 

Aerobic athletes. 有酸素系の競技者 

Compared to their sedentary, age-matched peers, older athletes exhibit a broad range of 

physiological and health advantages. 同年代の座業的な対照群と比較すると、高齢競技者は、

生理学的には健康面でも幅広く優位である。These benefits include, but are not limited to the 

following: それらの優位な点は以下のようなものであるが、これらに限らない 1) a more favorable 

body composition profile, including less total and abdominal body fat (76,98), a greater relative 

muscle mass (% of body mass) in the limbs (235), and higher bone mineral density (BMD) at 

weight bearing sites (78,164); 総体脂肪と腹部体脂肪が少ない、四肢の骨格筋の割合が高い

（体重比）、体重を支える部位の骨密度が高い、などの身体組成がより好ましい 2) more 

oxidative and fatigue-resistant limb muscles (98,188,247); 四肢の骨格筋がより有酸素性で、

疲労耐性が高い 3) a higher capacity to transport and use oxygen (173,189,206); 酸素を輸送

し、消費する能力が高い 4) a higher cardiac stroke volume at peak exertion (77,173) and a 

“younger” pattern of left ventricular filling (increased early-to-late inflow velocity, E/A ratio) 

(55,98); 最大運動時の最大心拍出量が多く、左室充満のパターンが若年者に近く（初期と終
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期の血流速度が速い）、5) less cardiovascular (83) and metabolic (38,206,211,212) stress 

during exercise at any given submaximal work intensity; 最大下における同一負荷での心血管

系や代謝系に加わる負荷が少ない 6) a significantly reduced coronary risk profile (lower blood 

pressure, increased HR variability, better endothelial reactivity, lower systemic inflammatory 

markers, better insulin sensitivity and glucose homeostasis, lower triglycerides, LDL, and total 

cholesterol, higher HDL, and smaller waist circumference) (264); 冠状動脈疾患のリスク（血圧

が低い、心拍変動性が高い、内皮の応答性がよい、全身作用の炎症マーカーが低い、インスリ

ン感受性が高い、血糖値の恒常性が優れている、中性脂肪、LDL、総コレステロール濃度が低

い、HDL が高い、腹囲が小さい）が大幅に低い 7) faster nerve conduction velocity (253); 神経

の伝達速度が速い and 8) slower development of disability in old age (257). 高齢期の傷害発

生年齢が遅い。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベルＢ 

Vigorous, long-term participation in AET is associated with elevated cardiovascular reserve 

and skeletal muscle adaptations that enable the aerobically trained older individual to sustain a 

submaximal exercise load with less cardiovascular stress and muscular fatigue than their 

untrained peers. 非鍛練の同年代の対照群と比較した場合、活発な有酸素性トレーニングを長

年続けている人では、心臓血管系や骨格筋の予備能力が高いため、最大下の運動における心

臓血管系や筋の疲労耐性がたかい。Prolonged aerobic exercise also seems to slow the 

age-related accumulation of central body fat and is cardioprotective. 長期的な有酸素運動の

実施は、腹部脂肪の増加を抑制し、心臓に対して保護的に作用する。 

 

TABLE 3. Summary of the role of physical activity in the prevention, management, and treatment 

of chronic disease and disability.  

Disease State 

疾病 

Preventive Role 

予防上の役割 

Therapeutic Role 

治療上の役割 

Effective 

Exercise 

Modality 

効果的な運

動の種類 

Other 

Considerations 

その他 

Arthritis 関

節症 

Possible, via 

prevention of 

obesity 肥満を予

防することが予防

効果を発揮する可

能性あり 

Yes AET Low impact ローイ

ンパクト 

Sufficient volume to 

achieve healthy 

weight if obese 肥

満している場合は健

康的な体重を獲得

できるように十分量

を 

RET 

Aquatic 

exercise 
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Cancer がん Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究によって有酸素

トレーニングに可

能性あり 

Yes, for QOL, 

wasting, 

lymphedema, 

psychological 

functioning, breast 

cancer survival 

QOL（生活の質）、

除脂肪組織の減

少、心理学的能力、

乳がんの生存率に

可能性あり 

AET  

RET 

Chronic 

obstructive 

pulmonary 

disease 慢性

閉塞性肺疾

患 

No  Yes, for 

extrapulmonary 

manifestations 肺

外症状に可能性あり 

AET RET may be more 

tolerable in severe 

disease; 重症の場

合はレジスタンストレ

ーニングの方が耐え

られる可能性が高い

combined effects 

complementary if 

feasible もし実施可

能であれば、両方行

うことで、その効果が

補い合う 

Time exercise 

sessions to coincide 

with bronchodilator 

medication peak 気

管支拡張剤の効果

が最も効いている時

間帯に運動する 

Use oxygen during 

exercise as needed 

必要があれば、運動

中に酸素吸入を行う 

RET 
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Chronic renal 

failure 慢性

腎不全 

Possible, via 

prevention of 

diabetes and 

hypertension 糖

尿病や高血圧を

予防することで可

能性あり 

Yes, for exercise 

capacity, body 

composition, 

sarcopenia, 

cardiovascular 

status, QOL, 

psychological 

function, 

inflammation, etc. 

運動能力、身体組

成、サルコペニア、

心血管系、QOL（生

活の質）、心理学的

機能、炎症などに可

能性あり 

AET Exercise reduces 

cardiovascular and 

metabolic risk 

factors; 運動は心血

管系の危険因子を

減少させる improves 

depression うつを改

善する 

RET offsets 

myopathy of chronic 

renal failure レジス

タンストレーニングは

慢性腎不全に伴う筋

障害を軽減する 

RET 

Cognitive 

impairment 

認知障害 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で可能性が示さ

れている 

Yes 可能性ある AET Mechanism unknown 

メカニズムは不明 

Supervision needed 

for dementia 認知

症の場合は監視が

必要 

RET 

Congestive 

heart failure 

うっ血精神不

全 

Possible, via 

prevention of 

coronary artery 

disease and 

hypertension 冠

動脈疾患や高血

圧を予防すること

で可能性あり 

Yes, for exercise 

capacity, survival, 

cardiovascular risk 

profile, symptoms, 

QOL 運動能力、生

存率、心血管疾患

の危険因子、症状、

QOL（生活の質）に

可能性あり 

AET RET may be more 

tolerable if dyspnea 

severely 息切れが

著しい場合はレジス

タンストレーニングの

方が実施できる可能

性が高い 

RET limits AET 

activity レジスタン

ストレーニングによっ

て有酸素トレーニン

グ実施の可能性が

高まる 

Cardiac cachexia 

targeted by RET 
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Coronary 

artery disease 

冠動脈疾患 

Yes 

AET and RET now 

shown to be 

protective  有 酸

素トレーニングとレ

ジスタンストレーニ

ングの両方に可能

性があることが現

在では報告されて

いる 

Yes AET Complementary 

effects on exercise 

capacity and 

metabolic profile 

from combined 

exercise modalities 

運動能力と代謝動

態にたいして補完的

に効果がある 

Resistance may be 

more tolerable if 

ischemic threshold is 

very low because of 

lower HR response 

to training トレーニ

ング中の心拍応答が

低下していることによ

って虚血閾値が著し

く低い場合は、レジ

スタンストレーニング

の方が実施できる可

能性が高い 

RET 

Depression う

つ 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で有酸素運動

に可能性あり 

Yes AET Moderate- to 

high-intensity 

exercise more 

efficacious than 

low-intensity 

exercise in major 

depression 大うつ病

においては、中から

高強度の運動の方

が、低強度よりも効

果的 

Minor depression 

may respond to 

wider variety of 

exercise modalities 

and intensities 軽症

のうつでは、様々な

RET 
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種類の様々な強度

の運動に反応する 

Disability 身

体障害 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies, muscle 

strength 

protective 疫学

的研究で、筋力が

予防的 

Yes AET Choice of exercise 

should be targeted 

to etiology of 

disability 障害の病

因に応じて運動を選

択する 

RET 

Hypertension 

高血圧 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で有酸素トレー

ニングに可能性あ

り 

Yes AET Small reductions in 

systolic and diastolic 

pressures seen わず

かに収縮期と拡張期

血圧が低下する 

Larger changes if 

weight loss occurs 

減量できれば、大幅

に減少する  

RET 

Obesity 肥満 Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で有酸素トレー

ニングに可能性あ

り 

Yes AET Sufficient energy 

expenditure to 

induce deficit 十分

量のエネルギー消費

が減少させる 

RET RET maintains lean 

tissue (muscle and 

bone) better than 

AET during weight 

loss 減量中では、有

酸素トレーニングより

もレジスタンストレー

ニングの方が除脂肪

組織（筋と骨）を維持

する 

Osteoporosis 

骨粗しょう症 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で有酸素トレー

ニングに可能性あ

り 

Yes AET AET should be 

weight-bearing 

High-impact, 

high-velocity 

activity (e.g., 

jumping) if tolerable 
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もし耐えられるのであ

れば、有酸素トレー

ニングは、体重が加

わる様式で、ハイイ

ンパクトで、高速度で

ある必要がある（例: 

ジャンピング） 

RET RET effects are local 

to muscles 

contracted レジスタ

ンストレーニングの効

果は部位特異的 

Balance 

training 

Balance training 

should be added to 

prevent falls 転倒を

予防するためにバラ

ンストレーニングを追

加するべきである 

High-impact 

exercise 

 

Peripheral 

vascular 

disease 末梢

血管疾患 

Yes, AET via 

treatment of risk 

factors for PVD 

related to exercise 

運動に関連した呼

吸循環器疾患の

危険因子を有酸

素トレーニングで

改善することによ

って可能性あり 

Yes AET Vascular effect is 

systemic; 血管に対

する効果は全身的

upper limb 

ergometry may be 

substituted for leg 

exercise if necessary 

もし必要があれば、

下肢での運動を上

肢での運動に換える

ことができる 

Resistance RET has positive but 

less robust effect on 

claudication レジス

タンストレーニングは

有効であるが、跛行

に対しては有酸素の

方が効果的 

May need to 
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exercise to the limits 

of pain tolerance 

each session to 

extend time to 

claudication 跛行が

始まるまでの時間を

延長するためには、

毎回の運動で痛み

の限界まで運動する

必要があるかもしれ

ない 

Stroke 脳卒

中 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で有酸素トレー

ニングに可能性あ

り 

Yes AET, 

treadmill 

training 有

酸素トレーニ

ング、トレッド

ミルトレーニ

ング 

Most effective 

treatment modality 

not clear 最も効果

的な運動の種類は

不明 

RET 

(treatment)レ

ジスタンストレ

ーニング（治

療として） 

Type 2 

diabetes ２型

糖尿病 

Yes, AET in 

epidemiological 

studies 疫学的研

究で有酸素トレー

ニングに可能性あ

り 

RET protective for 

impaired glucose 

tolerance レジス

タンストレーニング

も耐糖能障害を予

防する 

Yes AET Exercise every 72 h 

27 時間毎に運動す

る 

RET 

(treatment) 

Moderate- to 

high-intensity 

exercise most 

effective 中から高

強度運動が効果的 

AET, aerobic exercise training; RET, resistance exercise training; QOL, quality of life. 

 

Resistance-trained athletes.レジスタンストレーニングを行っているアスリート 

 The number of laboratory-based physiological comparisons of resistance-trained athletes at 
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various ages is small by comparison to the literature on aging aerobic athletes. 有酸素系のア

スリートと異なって、様々な年代のレジスタンス系のアスリートの生理学的な比較を行った研究報

告は少ない。Nevertheless, older RET athletes tend to have a higher muscle mass (131), are 

generally leaner (217), and are ~30%–50% stronger (131) than their sedentary peers. しかしな

がら、座業的な生活を送っている同年代者と比較して、レジスタンス系アスリートは、骨格筋量が

多く、体脂肪率が少ない傾向にあり、30〜50％程度強い。Compared to age-matched AET 

athletes, RET athletes have more total muscle mass (131), higher bone mineral densities (236), 

and maintain higher muscle strength and power (131). 有酸素系アスリートと比較して、レジスタ

ンス系アスリートは、骨格筋量が多く、骨密度が高く、筋力やパワーが高い。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベルＢ 

Prolonged participation in RET has clear benefits for slowing the loss of muscle and bone mass 

and strength, which are not seen as consistently with aerobic exercise alone. 長期的にレジス

タンストレーニングに取り組むことには、筋量、骨量、筋力の低下を遅らせるという明らかな効果

があり、これらの効果は有酸素運動のみでは常に得られるとは限らないものである。 

 

BENEFITS OF EXERCISE TRAINING IN PREVIOUSLY SEDENTARY INDIVIDUALS 

座業的だった者が運動トレーニングを開始することによる効果 

 

AET 有酸素性トレーニング 

 

Aerobic exercise capacity. 有酸素性運動能力 

Supervised AET programs of sufficient intensity (>=60% of pretraining V˙O2max), frequency 

(>=3 d/kw), and length (>=16 wk) can significantly increase V˙O2max in healthy middle-aged 

and older adults. 監視型の有酸素性トレーニングにより、運動強度（最大酸素摂取量の 60％以

上）、頻度（週に３回以上）、期間（16 週以上）であれば、健康な中年から高齢者の最大酸素摂

取量が増加する。The average increase in V˙O2max reported in well-controlled studies lasting 

16 to 20 wk is +3.8 mL/kg/min or 16.3% when compared with nonexercise control subjects 

during the same period. 最大酸素摂取量の増加の程度は、トレーニング期間が 16〜20 週の場

合、その間運動しなかった対照群と比較して、+3.8 mL/kg/min ないしは 16.3%である。Larger 

improvements in V˙O2max are typically observed with longer training periods (20 to 30 wk) but 

not necessarily higher training intensities (i.e., >70% of V˙O2max) (100), unless an 

interval-type training regimen is used (5,145). トレーニング期間が長くなると（20〜30 週）最大

酸素摂取量の増加はより大きくなるが、インターバルトレーニングを除き、運動強度を上げても

（>70％）必ずしもより効果的であるわけではない。Significant AET-induced increases in 

V˙O2max have also been reported in healthy subjects older than 75 yr, but the magnitude of 

improvement is significantly less (60,146). 75 歳以上の健常者の場合でも有酸素トレーニング

によって最大酸素摂取量は増加するが、その程度は有意に少ない。Although men and women 
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in their 60s and early 70s show similarly relative (% above pretraining) increases in V˙O2max 

after AET compared with younger adults, there seems to be a sex difference in the underlying 

mechanisms of adaptation; 60 歳代や 70 歳代の男女においても、若い成人と同等の相対的な

効果が得られるが、適応におけるメカニズムの違いによる性差が見られる。older men exhibit 

increases in maximal cardiac output and systemic arteriovenous O2 difference, whereas older 

women rely almost exclusively on widening the systemic arteriovenous O2 difference (228). 高

齢男性では最大心拍出量と全身の同静脈酸素較差が増加するが、女性では全身の同静脈酸

素較差しか増加しない。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A. 根拠レベルＡ 

AET programs of sufficient intensity (>=60% of pretraining V˙O2max), frequency, and length 

(>=3 d/kw for >=16 wk) can significantly increase V˙O2max in healthy middle-aged and older 

adults. 強度（トレーニング開始前の最大酸素摂取量の 60％以上）、頻度と期間（週当たり３回

以上、16 週以上）が十分であれば、健康な中年および高齢者の最大酸素摂取量は有意に増

加する。 

 

Cardiovascular effects. 心臓血管系における効果 

Three or more months of moderate-intensity AET (e.g., >=60% of V˙O2max) elicits several 

cardiovascular adaptations in healthy (normotensive) middle-aged and older adults, which are 

evident at rest and in response to acute dynamic exercise. ３ヶ月以上の中等強度（最大酸素

摂取量の 60％以上）の有酸素性トレーニングにより、健康な（高血圧でない）中年者と高齢者の

心臓血管系が適応し、そのことは安静時および急性運動時の応答に現れる。The most 

consistently reported adaptations include the following: 報告されている最も典型的なものは以

下のようなものである 1) a lower HR at rest (101) and at any submaximal exercise workload (84); 

安静時および最大下運動時の半白数が低下する 2) smaller rises in systolic, diastolic, and 

mean blood pressures during submaximal exercise (212); 最大下運動中の収縮期、拡張期、お

よび平均血圧の上昇の程度が小さくなる 3) improvements in the vasodilator and O2 uptake 

capacities of the trained muscle groups (116,149,267); 血管の拡張性が増し、作業筋での酸素

取り込み能力が増加する and 4) numerous cardioprotective effects, including reductions in 

atherogenic risk factors (reduced triglyceride and increased HDL concentrations), reductions 

in large elastic artery stiffness (239), improved endothelial (49) and baroreflex (174) function, 

and increased vagal tone (174).動脈硬化の危険因子（中性脂肪が減少し、HDL が増加する）が

減少したり、大動脈の硬化度が減少したり、内皮および圧反射が向上したり、迷走神経が有意

になったりなどの、様々な心臓保護効果 Evidence for improved myocardial contractile 

performance (i.e., left ventricular systolic and diastolic function), increased maximal exercise 

stroke volume, and cardiac hypertrophy after AET has generally been limited to studies 

involving men (59,210,229,234) and at higher intensities of training (145). 有酸素性トレーニン

グにより、心臓の収縮能力が向上（例: 左室の収縮と拡張機能）したり、最大心拍出量が増加し
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たり、心肥大が生じたりという証拠は、男性を対象にした研究に限られる。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 Evidence category A. 根拠

レベルＢ 

Three or more months of moderate-intensity AET elicits cardiovascular adaptations in healthy 

middle-aged and older adults, which are evident at rest and in response to acute dynamic 

exercise. ３ヶ月以上の、中等強度の有酸素性トレーニングにより、中年および高齢者の心臓血

管系が適応し、その効果は、安静時と急性のダイナミック運動時に現れる。 

 

Body composition. 身体組成 

Sedentary Americans typically gain 8 to 9 kg of body weight (mostly fat gain) between the ages 

of 18 and 55 yr (98); 典型的なアメリカ人は、18 歳から 55 歳までの間に体重（主に体脂肪）が 8

〜9kg 増加する this is followed by additional gains of 1 to 2 kg over the next decade and 

declining body weight thereafter (76). この後、10 年後に 1〜2kg ずつさらに体重が増加した後、

減少に転じる。In studies involving overweight middle-aged and older adults, 

moderate-intensity AET (>=60% of V˙O2max) without dietary modification has generally been 

shown to be effective in reducing total body fat. 中高齢の肥満成人を対象にした研究によって、

中等強度（最大酸素摂取量の 60％以上）の有酸素性トレーニングにより、食事制限なしに、体

脂肪を効果的に減少させることができる。Average losses during 2 to 9 months ranged from 0.4 

to 3.2 kg (1%–4% of total body weight) (123,244) with the magnitude of total fat loss related to 

the total number of exercise sessions (80), just as in younger overweight populations. ２〜９ヶ

月間における平均的な減少の程度は 0.4〜3.2kg（体重の対する割合として１〜４％）であるが、

体脂肪の減少の程度はその間の運動回数に比例する。Although these reductions in total fat 

may seem modest in relation to age-related weight gain, AET can have significant effects on fat 

loss from the intra-abdominal (visceral) region (e.g., 920%) (107). この体脂肪の減少の程度は、

加齢に伴う体重の増加の程度と比較すると小さいが、有酸素性トレーニングは腹部（内臓）脂肪

を有意に減少させることかを発揮する。In contrast to its effects on body fat, most studies 

report no significant effect of AET on fat-free mass (FFM). これに対して、多くの研究は、有酸

素性トレーニングでは除脂肪組織量は有意に変化しないことを報告している。A meta-analysis 

identified significant increases in total FFM in only 8 of 36 studies that involved AET, and 

these increases were generally less than 1 kg (244). １つのメタ分析は、36 の研究の中でわずか

８つの研究で除脂肪組織が有意に増加したことを認めているが、その程度は１kg 未満である。

The lack of impact on FFM accretion by AET reflects the fact that this form of training, which 

involves repetitive, but low-force muscular contractions, does not generally stimulate 

significant skeletal muscle growth or improve strength. 有酸素性トレーニングでは除脂肪組織

が増加しないということは、この種類のトレーニングでは、動作の反復回数は多いものの、筋が

発揮する力は低いために、筋の成長や向上を促す刺激にはならないことを反映している。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 
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Evidence category A/B. 根拠レベルＡ/Ｂ 

In studies involving overweight middle-aged and older adults, moderate-intensity AET has 

been shown to be effective in reducing total body fat. 中年および高齢の肥満者を対象にした

研究により、有酸素性トレーニングは総体脂肪を減少させるのに効果的であることが示されてい

る。In contrast, most studies report no significant effect of AET on FFM. 対照的に、ほとんど

の研究では、有酸素性トレーニングでは除脂肪組織は有意には変化しなかった。 

 

Metabolic effects. 代謝上の効果 

AET, independent of dietary changes, can induce multiple changes that enhance the body’s 

ability to maintain glycemic control at rest (98,129), to clear atherogenic lipids (triglycerides) 

from the circulation after a meal (121), and to preferentially use fat as a muscular fuel during 

submaximal exercise (219). 食事の変更から独立して、有酸素性トレーニングは、安静時の血

糖値の維持能力、食後の循環血から動脈硬化性脂質（中性脂肪）の除去、そして最大下運動

中のエネルギー源として骨格筋がより多く脂肪を消費するなどの、複数の身体的な変化を起こ

す可能性がある。Healthy men and women in their 60s and 70s seem to retain the capacity to 

up-regulate the cellular processes that facilitate these respective training effects. 60 歳から 70

歳代の健康な男女は、以上のような効果を得るために必要な細胞レベルでの向上能力を維持

している。However, the impact of  AET on metabolic control measured at the whole body level 

and the residual metabolic effects after exercise (throughout the day) may depend on the 

intensity of the training stimulus. しかしながら、全身的な、また運動後にも（一日中）残る代謝

コントロールに対する有酸素性トレーニングの影響は、運動強度に依存している。For example, 

although both moderate- (218) and high-intensity (43) AET are shown to increase glucose 

transporter content in the muscles of older humans, it is the higher-intensity AET programs 

that may result in greater improvement in whole-body insulin action (52). 中等強度でも高強

度でも、トレーニングをすると、高齢者の骨格筋でのグルコースの移送能力は増加するが、全身

的なインスリン感受性の向上は高強度の有酸素性トレーニングに限られる。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベルＢ 

AET can induce a variety of favorable metabolic adaptations including enhanced glycemic 

control, augmented clearance of postprandial lipids, and preferential utilization of fat during 

submaximal exercise. 有酸素性トレーニングによって、血糖の維持、血流からの食後脂質の除

去、最大下運動中の脂肪の消費などの、代謝上の好ましい適応が得られる。 

 

Bone health. 骨の健康 

Low-intensity weight bearing activities such as walking (3–5 d/kw) for periods of up to 1 yr 

have modest, if any, effect on BMD in postmenopausal women (0%–2% increase in hip, spine 

BMD) (132). 歩行（3-5 日/週）などの低強度の体重を支えながら行う活動を１年ぐらい行うと。

閉経後の女性の骨密度が増加することがある（股関節、脊柱の骨密度が 0-1%増加）However, 
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such activities seem beneficial from the standpoint of counteracting age-related losses (0.5 to 

1%/yr in sedentary controls) and lowering hip fracture risk (7,132). しかしながら、そのような活

動は、加齢に伴う骨密度の低下（座業的な対照群において 0.5-1%/年）に対抗することの方がよ

り価値があると思われる。Studies involving higher-intensity bone loading activities such as stair 

climbing/descending, brisk walking, walking with weighted vests, or jogging, generally report 

more significant effects on BMD in postmenopausal women (132), at least during the short term 

(1 to 2 yr). 階段の昇り降り、速歩、ウエイトベストを着用しての歩行、ジョギングなどのより高強

度で骨により強い負荷が加わる運動の方が、閉経後の女性の骨密度に対してより有意な効果

があることを複数の研究が報告している。Research on the effectiveness of exercise for bone 

health in older men is still emerging (125), but one prospective study found that middle aged 

and older men who ran nine or more times per month exhibited lower rates of lumbar bone loss 

than men who jogged less frequently (161). 高齢男性の骨の健康に関する研究はまだ発展途

上であるが、中年と高齢男性が月に９回以上ジョギングを行うと、それ未満の頻度の場合と比較

して、腰椎の骨密度の低下が抑制されたことを報告している研究がある。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベルＢ 

AET may be effective in counteracting age-related declines in BMD in postmenopausal women. 

有酸素性トレーニングは、閉経後の女性の骨密度の低下を抑制する。 

 

RET レジスタンストレーニング 

 

Muscular strength. 筋力 

Changes in strength after RET are assessed using a variety of methods, including isometric, 

isokinetic, one-repetition maximum (1-RM), and multiple repetition (e.g., 3-RM) 

maximum-effort protocols. レジスタンストレーニングに伴う筋力の変化は、等尺性、等速性、

1RM（最大挙上負荷）、最大反復回数（例: 3RM）などの様々な方法で評価されてきた。In 

general, strength increases after RET in older adults seem to be greater with measures of 1-RM 

or 3-RM performance compared with isometric or isokinetic measures (64,73,102,172). 概して、

高齢者において、1RM や 3RM で評価した場合の筋力の増加の程度は、等尺性や等速性で評

価した場合よりも大きい。Older adults can substantially increase their strength after RET—with 

reported increases ranging from less than 25% (34,64,82,89,91) to greater than 100% 

(63,66,73,140). 高齢者の筋力は、レジスタンストレーニングによって 25%から 100%増大する。

The influence of age on the capacity to increase strength after RET is complex. レジスタンスト

レーニングに伴う筋力の増加に対する加齢の影響は複雑である。Several studies have 

demonstrated similar percent strength gains between older and younger participants 

(89,91,99,114,169), whereas others have reported that percent strength increases are less for 

older compared with younger adults (139,144). 高齢者と若年者の間で相対的な効果に差はな

かったことを報告している複数の研究があるのに対して、高齢者の方の相対的効果が小さかっ



無断転載禁止	 川崎市立看護短期大学	 西端	 泉	 fit_nishibata@yahoo.co.jp	 

 44 

たことを報告している研究も複数ある。Additional reports suggest that the effects of age on 

strength adaptations may be influenced by gender (109), duration of the training intervention 

(112), and/or the specific muscle groups examined (259). 追加の研究は、加齢と筋力向上の程

度との関連に関して、性別が影響している可能性があること、トレーニング期間によって違いが

あること、骨格筋（部位）によって違いがあることを報告している。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A. 根拠レベルＡ 

 

Older adults can substantially increase their strength after RET. 高齢者はレジスタンストレーニ

ングによって筋力を十分に高めることができる。 

 

Muscle power. 筋パワー 

Power production is equivalent to the force or torque of a muscular contraction multiplied by 

its velocity. パワー発揮とは、骨格筋が発揮する力、ないしはトルクに速度を掛け合わせたもの

である。Studies suggest that power-producing capabilities are more strongly associated with 

functional performance than muscle strength in older adults (11,57,60,71,227). 研究は、高齢

者の機能的能力に対して、筋力よりもパワー発揮能力のほうがより関連性が強いことを報告して

いる。Moreover, the age-related loss of muscle power occurs at a greater rate than the loss of 

strength (23,88,93,111,159) most likely owing to a disproportionate reduction in the size of 

Type II fibers (130,140). さらに、加齢に伴って、筋力よりもパワーのほうがより低下していくが、

このことはタイプⅡ筋線維のサイズが選択的に減少することによるものである可能性が高い。

However, substantial increases in power (measured using isokinetic, isotonic, stair climbing, 

and vertical jumping protocols) are demonstrated after RET in older adults 

(58,64,67,68,112,169). しかしながら、レジスタンストレーニングによって、高齢者のパワー（測定

方法は、アイソキネティック、アイソトニック、階段上り、垂直跳び）は十分に増加する。Several 

earlier studies reported greater increases in maximum strength compared with power 

(67,115,227); however, the training protocols in these studies used traditional, slower 

movement speeds. 初期の頃の複数の研究は、パワーの向上は筋力の向上ほどではないことを

報告しているが、それらの研究で採用されたトレーニングが古典的で、ゆっくりとした動作であっ

たからだ。More recent studies, incorporating higher-velocity training protocols, suggest that 

the gains in power may be either comparable (58,112,169) or greater (68) to gains in maximum 

strength/force production. 近年実施された高速でのトレーニングによって、パワーの向上は、

筋力の向上と同等か、それ以上であることが報告されている。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A. 根拠レベルＡ 

Substantial increases in muscular power have been demonstrated after RET in older adults. レ

ジスタンストレーニングによって高齢者の筋力は十分に高まる。 
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Muscle quality. 筋の質 

Muscle quality (MQ) is defined in muscular performance (strength or power) per unit muscle 

volume or mass. 筋の質とは、筋の重量あたりの筋力、ないしはパワー発揮能力のことである。

Understanding the effects of RET on MQ in older adults is important because most studies 

suggest that increases in strength and power after RET are greater than would be expected 

based upon changes in muscle mass alone (8,73,110,246). レジスタンストレーニングが高齢者の

筋の質に及ぼす影響を理解することは重要である。なぜならば、ほとんどの研究は、高齢者で

は、トレーニングに伴う筋肥大の程度以上に筋力、ないしパワーが高まるからである。These 

findings are magnified during the earlier phases of training (91,163). この発見は、トレーニング

の初期の段階で特に顕著である。Although increased motor unit recruitment and/or discharge 

rates are thought to be the primary contributors to increased MQ after RET (42,82,89,91,144), 

other factors including decreased activation of antagonistic muscle groups (89,91), alterations 

in muscle architecture and tendon stiffness (193–195), and selective hypertrophy of Type II 

muscle fiber areas (36,92,148) may also influence MQ. この現象の主な原因は、レジスタンスト

レーニングに伴って動員できる運動単位が増えるからであると考えられている。しかし他にも、拮

抗筋の活動性が低下するとか、筋の構造な腱の弾性が変化するとか、タイプⅡ線維が肥大する

とかなどの複数の要因も筋の質の変化に影響していると考えられている。Although the 

hypertrophic response is diminished in older adults, increases in MQ are similar between older 

and younger men (110,259) but may be greater in younger women compared with older women 

(90). 高齢者では筋肥大反応は低下しているが、筋の質の向上に関しては、男性では若年者と

高齢者で差は見られないものの、女性では高齢者よりも若年者の方が優れているかもしれない。

Improvements in MQ do not seem to be sex-specific, and adaptations after RET seem to be 

similar between older men and women (91,246). 筋の質の向上における性差はなさそうで、レジ

スタンストレーニングにともなって高齢男性でも高齢女性でも同様の適応が見られる。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベルＢ 

Increases in MQ are similar between older and younger adults, and these improvements do not 

seem to be sex-specific. 筋の質の向上においては、高齢者と若年者の間に差はなく、また、性

差もないと思われる。 

 

Muscle endurance. 筋持久力 

Although the ability to repeatedly produce muscular force and power over an extended period 

may determine an older adult’s travel range and functional independence, the effects of RET on 

muscular endurance are relatively understudied. 筋力ないしはパワー発揮を長い時間繰り返し

行うことができる能力は、高齢者の移動距離や機能的独立性を決定する要因であるが、レジス

タンストレーニングによって筋持久力がどのような影響を受けるのかに関してはあまり分かってい

ない。Increases in muscular strength, secondary to neurological, metabolic, and/or 
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hypertrophic  adaptations, are likely to translate into increased muscular endurance by 1) 

reducing the motor-unit activation required to complete submaximal tasks (104,136), 2) 

reducing the coactivation of antagonistic muscles (75,91), 3) increasing high-energy phosphate 

(adenosine triphosphate and creatine phosphate) availability (103), 4) shifting the expression of 

myosin heavy chain isoforms from IIb (IIx) to IIa (215), 5) increasing mitochondrial density and 

oxidative capacity (116), and 6) reducing the percent of available myofiber volume required to 

complete submaximal tasks. 筋力が増加するということは、神経的や代謝的に適応し、そして筋

肥大することを意味するが、このことは筋持久力の増大にもつながる。その要因としては、以下

のものが考えられる。１．最大下の作業を行う際に動員される筋単位数が減少する。２．拮抗筋

の同時収縮が減少する。３．高エネルギーリン酸化合物（ATP や CP）の濃度が増加する。４．タ

イプⅡb がⅡa に変化する（西端: Ⅱa が、Ⅰに近い性質を強める）。５．ミトコンドリア密度が増加

し、酸化能力が高まる。６．最大下の作業を遂行するのに必要な相対的な筋線維の割合が減少

する。Marked improvements (34%–200%) in muscular endurance have been reported after RET 

using moderate- to higher-intensity protocols (2,82,255). 中等強度から高強度のレジスタンス

トレーニングによって、筋持久力は大幅に（34-200%）向上する。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category C. 根拠レベルＣ 

Improvements in muscular endurance have been reported after RET using moderate- to 

higher-intensity protocols, whereas lower-intensity RET does not improve muscular endurance. 

中等強度ないしは高強度のレジスタンストレーニングによって筋持久力は向上するが、一方、低

強度では向上しない。 

 

Body composition. 身体組成 

Most studies report an increase in FFM with high-intensity RET. ほとんどの研究は、高強度の

レジスタンストレーニングによって除脂肪組織量が増加することを報告している。Men tend to 

have greater increase in FFM after RET than women, but these sex differences are no longer 

seen when FFM is expressed relative to initial FFM (102). 女性よりも男性の方がレジスタンスト

レーニングに伴う除脂肪組織量の増加は多いが、その値を相対値として表すと男女差は見られ

ない。Although some have suggested that this increase in FFM is primarily due to an increase 

in total body water (33), both muscle tissue and bone are also affected by RET. この除脂肪組

織量の増加は主に体水分量の増加であると報告している研究もあるが、レジスタンストレーニン

グによって骨格筋量も骨量も増加する。Increases in FFM can be attributed to increases in 

muscle cross-sectional areas (203,248) and volumes (203). この除脂肪組織量の増加は、筋の

大断面積の増加と、筋量の増加による。These changes seem to be a result of an increase in 

Type IIa fiber areas, with a decrease in Type IIx fiber area (8) and no change in Type I fiber area 

(36). この変化は、Ⅱa 線維の大断面積の増加によるもので、Ⅱb 線維の大断面積は減少し、Ⅰ

線維の大断面積は変化しない。A recent review (103) of 20 studies found that older adults 

demonstrate hypertrophy of muscle tissue of between 10% and 62% after RET. 最近の 20 の文
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献のレビューによると、レジスタンストレーニングによって高齢者の筋は 10-62%増大する。

Several studies have found that moderate- or high-intensity RET decreases total body fat mass 

(FM), with losses ranging from 1.6% to 3.4% (8,33,102,105,106,108,114,249). 複数の研究は、

レジスタンストレーニングによって体脂肪量が 1.6-3.4%減少するという。Recently, investigators 

have attempted to determine the effect of RET on regional FM—specifically subcutaneous 

adipose tissue (SAT) and intra-abdominal adipose tissue (IAAT). 近年、研究者たちは、レジス

タンストレーニングによって部位の脂肪量、すなわち皮下脂肪や内臓脂肪が減少するかを調べ

ようとしている。Binder et al. (17) reported no change in IAAT or SAT in frail older adults after 

12 wk of RET; Binder らは、12 週間のレジスタンストレーニングによって虚弱な高齢者の内臓脂

肪も皮下脂肪も減少しなかったことを報告した。however, Hunter et al. (102) reported 

sex-specific effects—demonstrating that elder women, but not men, lost IAAT (12%) and SAT 

(6%) after 25 wk of moderate-intensity (65%–80% 1-RM) RET. しかし、Hunter らは、25 週間の

中等強度（1RM の 65-80%）によるレジスタンストレーニングによって、高齢女性の内臓脂肪（12%）

と皮下脂肪（6%）が減少したことを報告した。ただし、高齢男性では減少しなかった。Others 

reported that both older men and women decreased IAAT by 10% (108,248) after 16 wk of RET. 

他に、16 週間のレジスタンストレーニングによって、高齢男性と高齢女性の内臓脂肪が 10%減少

したことを報告している研究がある。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B/C. 根拠レベルＢ/Ｃ 

Favorable changes in body composition, including increased FFM and decreased FM have been 

reported in older adults who participate in moderate or high intensity RET. 中等強度から高強

度のレジスタンストレーニングによって、除脂肪組織量は増加し、脂肪量は減少することにより、

高齢者の身体組成は改善される。 

 

Bone health. 骨の健康 

Several meta-analyses have concluded that RET as well as AET have significant positive effects 

on BMD in most sites in both pre- and postmenopausal women (124,125,256,266). 閉経前と

閉経後の両方の女性で、有酸素性トレーニングばかりでなく、レジスタンストレーニングにも、ほ

とんどの身体部位の骨密度に良い影響があることを、複数のメタ分析結果が示している。In 

general, 1%–2% differences between RET and sedentary controls are seen in RCTs in which RET 

conforms to the principles known to be associated with skeletal adaptation, namely, higher 

intensity, progressive, and novel loading, as well as high strain rates. 概して、無作為化介入

研究において、座業的な対照群とレジスタンストレーニング群との差は 1-2%である。また、骨格

の適応の原則に従い、その程度は、刺激の頻度ばかりでなく、強度、漸進性、そして新しい刺

激に適応する。For example, Vincent and Braith (254) reported a 1.96% increase in BMD at the 

femoral neck, with no significant changes in total body, spine, or Ward’s Triangle BMD—after 

high-intensity, low-volume RET of 24 wk in duration. 例えば、Vincent と Braith は、24 週間の、

高強度で、少量のレジスタンストレーニングによって、大腿骨頸部の骨密度は 1.96%増加したが、
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全身の平均値や、脊柱、ウォード三角（西端: 大腿骨頸部の骨梁の粗な部分）では、有意に変

化しなかった。 However, other studies have demonstrated more modest effects. しかしながら、

他の研究によって報告されている値はもっと小さい。For example, Stewart et al. (233) reported 

that group data inferred a decrease in average BMD with combined low-intensity RET and 

aerobic training; Stewart らは、低強度のレジスタンストレーニングでは、骨密度は低下したこと

を報告している。however, regression modeling revealed a positive relation between increases in 

strength and increases in femoral BMD. しかしながら、筋力の増加の程度と大腿骨頸部の骨密

度の増加の程度との間には相関関係が見られた。Rhodes et al. (198) also reported significant 

correlations (0.27–0.40) between changes in leg strength and femoral and lumbar BMD 

changes; Rhodes らの研究でも、脚筋力の変化と、大腿骨頸部および腰椎の骨密度の変化との

間に相関関係が見られた。however, they too found no between-group differences in controls 

and exercisers who performed 12 months of RET (75% 1-RM; 3 d/kw). しかしながら、この研究

でも、対照群とトレーニング群との群間の比較としては、12 ヶ月間のレジスタンストレーニング

（1RM の 75%強度）による効果は見られなかった。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B. 根拠レベルＢ 

High-intensity RET preserves or improves BMD relative to sedentary controls, with a direct 

relationship between muscle and bone adaptations. 高強度のレジスタンストレーニングは、骨密

度を維持するか増加させる。 

 

Metabolic and endocrine effects. 代謝と内分泌に対する影響 

The effects of short- and long-term RET programs on basal metabolic rate (BMR) in older 

adults are not clear. 高齢者の基礎代謝に対する短期、ないしは長期のレジスタンストレーニン

グの影響については、明確には分かっていない。Some investigations have reported increases 

of 7%–9% in BMR after 12–26 wk of exercise (33,105,139,249), whereas other studies of similar 

duration have not demonstrated changes (158,237). 12-26 週間のレジスタンストレーニングによ

って基礎代謝量 7-9%増加したことを報告している研究が複数あるのに対して、同様のトレーニ

ングを行っても基礎代謝量は変化しなかったことを報告している研究も複数ある。RET programs 

can enhance older adults’ use of fat as a fuel, as indicated by increased lipid oxidation and 

decreased carbohydrate and amino acid oxidation at rest (105,249). レジスタンストレーニングに

よって、安静時における高齢者の脂肪の消費割合は増加し、同時に炭水化物とアミノ酸の消費

割合は減少する。Serum cholesterol and triglycerides are also influenced by RET, and reports 

suggest that training can increase HDL cholesterol by 8%–21%, decrease LDL cholesterol by 

13%–23%, and reduce triglyceride levels by 11%–18% (62,86,114). 血漿コレステロールと中性脂

肪に対してもレジスタンストレーニングは影響し、HDL は 8-21%増加し、LDL は 13-23%減少し、

中性脂肪は 11-18%減少する。Resting testosterone is lower in older adults, and acute 

responses of total and free testosterone to weight lifting are blunted in seniors after RET. 高

齢者の安静時のテストステロン濃度は低く、ウエイトリフティングに伴う急性応答としてのテストス
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テロン濃度の変化も小さい。Neither short- (10–12 wk) (45,112,135) nor longer-term (21–24 

wk) (22,87) RET increases resting concentrations of total or free testosterone. 短期間（10-12

週）でも、長期的（21-24 週）レジスタンストレーニングでも、安静時のテストステロン濃度は増加

しない。A decrease in resting cortisol (15%–25%) (112,133), however, has previously been 

observed, which may create a favorable environment for muscle hypertrophy. 安静時のコルチ

ゾール濃度は（15-25%）減少することが観察されておれ、これは筋肥大を引き起こす環境として

は好ましいものである。Peptide hormones, including growth hormone and insulin-like growth 

factor 1 (IGF-1) also have important anabolic action. ペプチドホルモンである成長ホルモンや

IGF-1 も同化作用にとって重要である。Circulating growth hormone stimulates synthesis of 

IGF-1 in the liver, and circulating IGF-1 promotes differentiation of satellite cells into 

myotubes (95). 循環成長ホルモンは肝臓における IGF-1 の合成を刺激し、循環 IGF-1 は管状

筋細胞内における衛生細胞の分化を促進する。Another IGF, mechanogrowth factor, is 

synthesized locally in muscle and signals the proliferation of satellite cells (94). 他の IGF であ

る mechanogrowth 因子は骨格筋局所で合成され、衛生細胞に細胞分裂を命令する。Although 

one report suggests that RET may increase circulating IGF-1 in participants with low baseline 

serum IGF-1 levels (178), most investigations suggest that RET does not alter circulating 

IGF-1 (8,15,22,89). １つの研究は、もともとの血漿 IGF-1 濃度が低い被験者ではレジスタンスト

レーニングによって IGF-1 は増加したことを報告しているが、それ以外のほとんどの研究の結果

は、レジスタンストレーニングでは IGF-1 は変化しないことを示唆している。RET also seems to 

have no effect on free IGF-1 (15) and does not decrease IGF-1 binding proteins (22,178). ま

た、レジスタンストレーニングは遊離 IGF-1 を変化させず、IGF-1 結合たんぱく質を減少させな

いようである。  

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category B/C. 根拠レベルＢ/Ｃ 

Evidence of the effect of RET on metabolic variables is mixed. レジスタンストレーニングが代謝

の指標に影響するか否かに関する研究結果は一致していない。There is some evidence that 

RET can alter the preferred fuel source used under resting conditions, but there is inconsistent 

evidence regarding the effects of RET on BMR. レジスタンストレーニングが安静時の熱源素の

消費割合を変化させる可能性はあるが、基礎代謝量に対する影響については一定の結果が得

られていない。The effect of RET on a variety of different hormones has been studied 

increasingly in recent years; 近年、レジスタンストレーニングの様々なホルモンに対する影響に

ついての研究がなされ始めているが、however, the exact nature of the relationship is not yet 

well understood. しかしながら、明確な傾向についてはまだよく分かっていない。 

 

Balance Training バランストレーニング 

Several studies have examined relationships among age, exercise, and balance with the most 

research having been conducted in populations at risk for falling (i.e., osteoporotic women, frail 

older adults, subjects with a previous fall history) (231). 複数の研究が年齢、運動、そしてバラ
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ンスの関係を検討しているが、そのほとんどの研究は転倒の危険性が高い者（例: 骨粗しょう症

の女性、虚弱な高齢者、転倒経験のある者）を被験者としている。Several large prospective 

cohort studies link higher levels of physical activity, particularly walking, with 30%– 50% 

reduction in the risk of osteoporotic fractures (74). 複数の、多人数を対象とした前向き研究は、

身体活動レベルの高い者（特に歩行量の多い者）ほど骨粗しょう症に伴う骨折の危険性が低か

った（30-50%）ことを報告している。However, these studies do not provide data on the utility of 

balance training alone for achieving this outcome. しかしながら、これらの研究は独立したバラ

ンストレーニングの効果を検討した者ではない。Nonetheless, balance training activities such as 

lower body strengthening and walking over difficult terrain have been shown to significantly 

improve balance in many studies, and are thus recommended as part of an exercise intervention 

to prevent falls (74,21,181,204). しかしながら、下肢の強化や、不整地での歩行などのバランス

トレーニングによってバランス能力が向上することを多くの研究結果が示しており、そのような運

動を、転倒予防のための運動介入の内容に含めるように推奨している。Older adults identified 

at the highest risk for falls seem to benefit from an individually tailored exercise program that is 

embedded within a larger, multifactorial falls-prevention intervention (243,48,202). 転倒の危

険性が高いと認定された高齢者に対しては、テーラーメイドの運動プログラムが効果的であると

考えられ、そのプログラムには転倒予防に関する複数の要因を含めるべきである。Multimodal 

programs of balance, strength, flexibility, and walking (30– 32,171) are shown to reduce the 

risk of both non-injurious and injurious falls. バランス、筋力、柔軟性、そして歩行を含めた多

様なプログラムによって、傷害を伴わなかった転倒と、傷害を伴った転倒の両方の危険性が低

減したことを報告されている。In addition, there is some evidence that tai chi programs can be 

effective in reducing the risk of both non-injurious and injurious falls (141,265). さらに、太極

拳のプログラムも、傷害を伴わなかった転倒と、傷害を伴った転倒の両方を減少させるという証

拠が一部の研究によって報告されている。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category C. 根拠レベルＣ 

Multimodal exercise, usually including strength and balance exercises, and tai chi have been 

shown to be effective in reducing the risk of non-injurious and sometimes injurious falls in 

populations who are at an elevated risk of falling. 転倒の危険性が高い集団に対して、筋力、

バランス、太極拳などの複数種の運動を組み合わせた運動プログラムが傷害を伴わなかった転

倒と、傷害を伴った転倒の危険性を低減させる。 

 

Stretching and flexibility training. ストレッチングと柔軟性トレーニング 

Despite decrements in joint ROM with age and established links among poor flexibility, mobility, 

and physical independence (16,222,262), there remains a surprisingly small number of studies 

that have documented or compared the effects of specific ROM exercises on flexibility 

outcomes in older populations. 加齢に伴って関節可動域は減少し、これに伴って柔軟性、移

動性、独立性が低下することは確かであるのに、高齢者の関節可動域を高める運動が高齢者
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の柔軟性に及ぼす影響を検討した研究は驚くほど少ない。One well-controlled study of 

70-yr-old women reported significant improvements in low back/hamstring flexibility (+25%) 

and spinal extension (+40%) after 10 wk of a supervised static stretching program (3 d/kw) that 

involved a series of low back and hip exercises (200). 統制がしっかりした 70 最大の女性を対

象にした研究では、腰背部と股関節の運動を含めた監視型の静的ストレッチングプログラム（週

３回）によって腰背部とハムストリングの柔軟性が 25%、脊柱の伸展性が 40%、有意に向上したこ

とを報告している。Improvements of a similar magnitude have been documented for upper body 

(i.e., shoulder) and lower body (ankle, knee) flexibility in older men and women using a 

combination of stretching and rhythmic movements through full ROM (e.g., stretching + yoga 

or tai chi) (231). 高齢男性と女性を対象にした、ストレッチングと全可動域を使用したリズミカル

な動作（ヨガや太極拳）により、上肢（例: 肩関節）と下肢（例: 足関節と膝関節）の柔軟性が同

程度に向上したことを報告している研究もある。Collectively, these results suggest that 

flexibility can be increased in the major joints by ROM exercises per se in healthy older adults. 

以上を総合すると、健康な高齢者においては、主な関節における柔軟性は可動域運動によっ

て高めることが示唆される。However, there is little consensus regarding how much (frequency, 

duration) and what types of ROM exercises (static vs dynamic) are the safest and most effective 

for older adults. しかしながら、どの程度（頻度、時間）の、どのような種類（静的か、動的か）の

可動域運動が、最も安全で、効果的かに関しては、一定の見解は得られていない。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category D. 根拠レベルＤ 

Few controlled studies have examined the effect of flexibility exercise on ROM in older adults. 

柔軟運動が高齢者の関節可動域に及ぼす影響について検討した研究はほとんどない。There 

is some evidence that flexibility can be increased in the major joints by ROM exercises; 主要

な関節における可動域運動によって柔軟性が向上することを報告している研究はいくつかある

however, how much and what types of ROM exercises are most effective have not been 

established. しかしながら、どのような種類の可動域運動が最も効果的であるかは分かっていな

い。 

 

Effect of exercise and physical activity on physical functioning and daily life activities. 運動や身

体活動が身体的機能や日常生活活動に及ぼす影響 

The degree to which participation in exercise and physical activity translates into improved 

physical functioning and enhanced performance of everyday life activities is not yet clear. 運

動や身体活動の実施が、身体的機能や、日常生活活動能力にどの程度役立つのかは、まだ

十分に分かっていない。Contrasting findings of improved versus unchanged physical 

performance after a variety of exercise activities (e.g., walking, stair climbing, balance, chair 

standing) have been reported, and there is not a simple linear relationship between 

participation in physical activity and changes in disability (i.e., dependence in ADL). 様々な

運動（例: 歩行、階段上り、バランス、椅子からの立ち上がり）によって身体能力が向上したとい
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う研究結果と変化しなかったという研究結果が混在しており、また、身体活動の実施状況と障害

（日常生活における独立）の変化との間にある関係は単純な相関関係でもない。For example, 

improvements of between 7% and 17% have been demonstrated for self-selected and/or 

maximum-effort walking velocity after a variety of RET programs (13,90,96,99,118,208,226); 

例えば、レジスタンストレーニングによって増加する自由歩行速度や最大努力での歩行速度の

向上は 7 から 17%の間である however, nonsignificant changes have also been reported after 

lower- and higher-intensity interventions (27,28,58,80,117). しかしながら、低強度、ないしは

高強度の介入による変化は有意でなかったことも報告されている。Although some studies 

demonstrated improvements across a variety of functional tasks (12,13,96,99,162,255), other 

studies suggest functional performance adaptations are more specific, resulting in changes in 

one functional measure (e.g., walking) but not others (e.g., chair-rise or stair climb 

performance) (208). いくつかの研究結果は様々な機能的作業能力が同時に向上したことを報

告しているが、トレーニング効果は特異的で、機能的能力が向上するのは特定の動作（例: 歩

行）で、他の動作（例: 椅子から立ち上がる、階段を上る）は改善しなかったことを報告している。

Nonetheless, there does seem to be a relationship between maintaining cardiovascular fitness 

levels and the likelihood of becoming functionally dependent in an 8-yr follow-up study of older 

adults (180). それにもかかわらず、高齢者の追跡研究において、心臓血管系の体力レベルの

維持と、高齢者が機能的に依存するようになることとの間には関連性があるように見える。The 

nature and strength of the relationship between physical activity and functional performance 

are likely to vary as a function of the specific physical activity functional measures selected 

(205,227). 身体活動と機能的能力との関連性における性質や、その強さは、機能的能力を評

価した方法（種目）に特異的であり、このため研究結果は異なったものになるのかもしれない。

Furthermore, because specificity of training principles suggest that performance adaptations 

will be greatest for those activities that mimic the kinematics, resistances, and movement 

speeds used in the training program, many authors have emphasized the importance of 

prescribing higher-velocity movements using activities that mimic ADL (10,13,47,60,162). さ

らには、トレーニング効果における特異性の原則があるため、機能的能力の向上は、その評価

で使用する動作とトレーニング動作において、運動学的にも、負荷においても、動作速度にお

いても、近ければ近いほどより大きな効果が得られると考えられるため、多くの研究者は、トレー

ニング動作において、日常的動作を再現するように速い動作で行うべきであることを強調してい

る。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category C/D. 根拠レベルＤ 

The effect of exercise on physical performance is poorly understood and does not seem to be 

linear. 運動の効果が身体的能力にどのように影響するのかはよく分かっておらず、たぶん直線

的でもない。RET has been shown to favorably impact walking, chair stand, and balance 

activities, but more information is needed to understand the precise nature of the relationship 

between exercise and functional performance. レジスタンストレーニングは、歩行、椅子から立ち
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上がる、バランスなどの能力に良い影響を与えるが、運動と機能的能力との関連性に関するさら

に詳細な理解が必要である。 

 

BENEFITS OF EXERCISE AND PHYSICAL ACTIVITY FOR PSYCHOLOGICAL HEALTH AND 

WELL-BEING  

心理的健康および幸福に対する運動と身体活動の効果 

 

In addition to its effects on physiological variables and a variety of chronic diseases and 

conditions, there is now strong evidence that exercise and physical activity have a significant 

impact on several psychological parameters. 生理学的指標や様々な慢性疾患に対する影響ば

かりでなく、現在では、運動や身体活動が心理学的な指標にも影響を及ぼすことを示す強い証拠

が存在する。In this revision of the ACSM Position Stand “Exercise and Physical Activity for 

Older Adults,” we update the previous edition of the Position Stand with respect to new evidence 

regarding the effect of participation in regular physical activity on overall psychological health 

and well-being, the effect of exercise and physical activity on cognitive functioning, and the 

impact of exercise and physical activity on overall QOL. アメリカスポーツ医学会の見解表明とし

ての「高齢者のための運動身体活動」の今回の改訂版において、定期的な身体活動に参加する

ことが心理学的健康全般や幸福、認知機能、全般的な QOL（生活の質）にも影響があることに関

する最新の根拠を、前版に追加する。In addition, for the first time, we include a separate section 

that focuses on a relatively new literature that examines the effect of RET on psychological health 

and well-being. また、この版で、初めて、レジスタンストレーニングが心理学的健康や幸福に影響

があることを調べた文献についての独立したセクションを設けた。 

 

Physical activity and psychological well-being in aging. 高齢者の身体活動と心理学的幸福 

There is now considerable evidence that regular physical activity is associated with significant 

improvements in overall psychological health and well-being (155,231). 今では、定期的な身体

活動によって全般的な心理学的健康や幸福が向上することに関する多数の根拠がある。Both 

higher physical fitness (20,29,221) and participation in AET are associated with a decreased 

risk for clinical depression or anxiety (20,56,153). 体力が優れていることや、有酸素運動に参

加することと、臨床的うつや不安の危険性の現象との間に関連性がある。Exercise and physical 

activity have been proposed to impact psychological well-being through their moderating and 

mediating effects on constructs such as self-concept and self-esteem (72). 運動や身体活動は、

自己概念や自尊心などの構成概念に対する影響を経由して、心理学的幸福感に影響すると考

えられてきた。However, other pathways may also be operative, such as reduction in visceral 

adiposity along with associated elevation in cortisol (186) and inflammatory adipokines 

(263,269) that have been implicated in hippocampal atrophy, cognitive, and affective 

impairments (143). しかしながら、内臓脂肪、コルチゾール、炎症性アディポカインが減少する

ことにより、これらが海馬の萎縮を引き起こし、認知機能や感情の悪化を引き起こすが、これらを

抑制することなど、他の経由による効果もあり得る。In addition, for many seniors, aging is 
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associated with a loss of perceived control (9). また、多くの高齢者では、加齢に伴ってコントロ

ール能力の喪失を感じることもある。Because perceptions of control over one’s own life are 

known to be related to psychological health and well-being, exercise scientists have begun to 

focus on the relationship between activity and various indices of psychosocial control, 

self-efficacy, and perceived competency (156). 自分の生活（人生）をコントロールできていると

いう認識と、心理学的健康や幸福との間に関連性があるため、運動分野における科学者は、活

動と、心理学的コントロール、自己効力感、適性との関連性について注目するようになった。

McAuley and Katula (155) reviewed the literature examining the relationship between physical 

activity and self-efficacy in older adults. McAuley と Katula は、身体活動と、自己効力感との関

連性に関する文献をレビューした。They conclude that most well-controlled exercise training 

studies result in significant improvements in both physical fitness and self-efficacy for physical 

activity in older adults. その結論は、最も適切にコントロールされた研究によって、運動トレー

ニングによって、高齢者の体力と、身体活動に関する自己効力感が有意に向上することが明ら

かになったというものであった。Several studies suggest that moderate-intensity physical 

activity may be more effective than either low- or high-intensity training regimens (128,154). 

低強度、または高強度のトレーニングよりも、中等度の強度のトレーニングのほうが、より効果的

であることを報告している複数の研究がある。There is growing recognition that physical activity 

self-efficacy is not only an important outcome measure as a result of participation in activity, it 

may also be an important predictor of sustained behavioral change in sedentary populations 

(56). 身体活動によって自己効力感が改善されるということが身体活動を実施することの重要な

効果であるだけでなく、これによって座業的な生活習慣が持続的に改善されることも重要であ

る。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A/B. 根拠レベルＡ/Ｂ 

Regular physical activity is associated with significant improvements in overall psychological 

well-being. 定期的な身体活動は、心理学的幸福を有意に改善する。Both physical fitness and 

AET are associated with a decreased risk for clinical depression or anxiety. 体力と、有酸素運

動の両方が、臨床的うつや不安の危険性の減少と関連している。Exercise and physical activity 

have been proposed to impact psychological well-being through their moderating and mediating 

effects on constructs such as self-concept and self-esteem. 運動や身体活動は、自己概念や

自尊心などの構成概念に対する影響を経由して、心理学的幸福感に影響する 

 

Physical activity, cognitive functioning, and aging. 身体活動、認知機能、そして加齢 

Both cross-sectional and prospective cohort studies have linked participation in regular 

physical activity with a reduced risk for dementia or cognitive decline in older adults. 横断的

研究と、前向きコホート研究の両方が、定期的な身体活動の実施と、認知症や認知機能の低下

の危険性と関連していることを示している。Examples include the Study of Osteoporotic 

Fractures (268), which reported that activity level was linked to changes in Mini-Mental Status 
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Examination scores, and the Canadian Study of Health and Aging, which demonstrated that 

physical activity was associated with lower risk of cognitive impairment and dementia (138). 例

えば、「骨粗しょう症骨折に関する研究」は、活動レベルと、ミニメンタルステート検査のスコアと

関連していたこと、「カナダの健康と加齢」に関する研究は、身体活動は認知機能の低下や認

知症の危険性の低下と関連していたことを報告している。It also seems that decreases in 

physical mobility are linked to cognitive decline (127). また、身体的移動能力の低下は認知機

能の低下と関連していた。The In CHIANTI study reported an association between physical 

mobility, specifically walking speed and ability to walk 1 km, with signs of neurological disease 

(65). CHIANTI 研究は、身体的移動、特に歩行速度や 1km 歩くことができることと、神経疾患と

の間に関連性があることを報告している。Similarly, the Oregon Brain Aging Study reported an 

association between walking speed and onset of cognitive impairment (147). 同様に、オレゴン

脳老化研究も、歩行速度と、認知機能低下の始まりとの間に関連性があることを報告している。

Finally, the MacArthur Research Network on Successful Aging Community Study reported 

associations between declines in cognitive performance and routine physical tasks including 

measures of grip strength and mobility (i.e., walking speed, chair stands) (238). 最新のものと

しては、マックアーサー研究ネットワーク・サクセスフル・エイジング・コミュニティ研究は、認知機

能の低下と、握力と移動（例: 歩行速度、椅子からの立ち上がり）の指標を含む日常的な身体

的業務との間に関連性があることを報告している。Experimental trials of exercise interventions 

in older adults demonstrate that acute exposure to a single bout of aerobic exercise can result 

in short-term improvements in memory, attention, and reaction time (39), but more importantly, 

participation in both AET and RET alone, and in combination, leads to sustained improvements 

in cognitive performance, particularly for executive control tasks (39). 高齢者における実験的

研究の結果としては、単発の有酸素運動によって記憶力、注意力、そして反応時間が一時的

に改善することを報告しているが、より重要なのは、有酸素トレーニングとレジスタンストレーニン

グを単独で、ないしは同時に行うことによって、認知機能、特に実行機能業務の改善が持続す

ることである。Several studies have compared the individual and combined effects of physical and 

mental exercise interventions (61,177). 複数の研究が、身体運動と、精神運動の、単独、ない

しは組み合わせて行うことの効果を比較している。These studies found cognitive benefits to be 

larger with the combined cognitive and aerobic training paradigms. これらの研究の結果は、認

知機能トレーニングと、有酸素トレーニングを組み合わせる方の効果が大きかった。The 

mechanism for the relationship between physical activity and exercise and cognitive functioning 

is not well understood; 身体活動や運動がどのように認知機能と関連しているのかに関するメカ

ニズムはよく分かっていない。however, several researchers have suggested that enhanced 

blood flow, increased brain volume, elevations in brain-derived neurotrophic factor, and 

improvements in neurotransmitter systems and IGF-1 function may occur in response to 

behavioral and aerobic training (40,134). しかしながら、様々な研究者が、行動の変化や有酸

素トレーニングによって血流が増加する、脳量が増加する、脳由来神経栄養因子が増加する、

神経伝達システムや IGF-1 の機能が向上するなどの可能性を示唆している。 
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Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A/B. 根拠レベルＡ/Ｂ 

Epidemiological studies suggest that cardiovascular fitness and higher levels of physical activity 

reduce the risk of cognitive decline and dementia. 疫学的研究の結果は、心臓血管系の体力

や身体活動量が多いことは認知機能の低下や認知症の危険性を低減することを示唆している。

Experimental studies demonstrate that AET, RET, and especially combined AET and RET can 

improve cognitive performance in previously sedentary older adults for some measures of 

cognitive functioning but not others. 有酸素トレーニングやレジスタンストレーニング、特にこの

両方を組み合わせて実施した場合に、それ以前に座業的な生活を送っていた高齢者の人気機

能の一部の指標が改善することを報告している。正し、改善しない指標もある。Exercise and 

fitness effects are largest for tasks that require complex processing requiring executive control. 

運動や体力の効果は、実行機能を含む複雑なプロセスを必要とする業務において最も大きい。 

 

Physical activity and QOL in old age. 身体活動と高齢者の QOL（生活の質） 

QOL is a psychological construct, which has commonly been defined as a conscious judgment 

of the satisfaction an individual has with respect to his/her own life (182). QOL（生活の質）と

は心理的構築であり、個人が自分の生活にどの程度満足しているのかという認識であると、一

般的には定義されている。In a review of the literature that has examined the relationship 

between physical activity and QOL in old age, Rejeski and Mihalko (196) conclude that the bulk 

of the evidence supports the conclusion that physical activity seems to be positively associated 

with many but not all domains of QOL. Rejeski と Mihalko は、身体活動と高齢者の QOL（生活

の質）に関する文献をレビューし、その結果、多くの研究が示している根拠から、身体活動は

QOL（生活の質）にプラスに影響しているように思えるが、QOL（生活の質）の全ての側面に関

連しているわけではないと結論している。 Researchers have consistently shown that when 

physical activity is associated with significant increases in self-efficacy, improvements in 

health-related QOL are most likely to occur (155). 研究者は、常に、身体活動は自己効力感

と有意に関連性があり、健康に関連した QOL（生活の質）が改善することが多いと報告してい

る。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category D. 根拠レベルＤ 

Although physical activity seems to be positively associated with some aspects of QOL, the 

precise nature of the relationship is poorly understood. 身体活動は QOL（生活の質）のいくつ

かの側面の改善と関連性があるように思えるが、その詳細な本質についてはよく分かっていな

い。 

 

Effects of RET on psychological health and wellbeing. レジスタンストレーニングが心理学的健康

や幸福に及ぼす影響 

Recent reviews suggest that RET can improve several indices of psychological health and 
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well-being including anxiety, depression, overall well-being, and QOL (6,168,230,240). 最近

のレビューの結果は、レジスタンストレーニングによって心理学的健康や、不安、うつ、全般的な

幸福、そして QOL（生活の質）を含む幸福を改善することを示している。The randomized 

controlled trial evidence for RET as an isolated intervention for the treatment of clinical 

depression in both younger and older cohorts is robust and consistent. 若年者および高齢者

の臨床的うつ集団に対するレジスタンストレーニングの効果を検討した無作為化比較試験の結

果は明確で、一致したものである。Both AET (81,151,153) and RET (150,224,225) produce 

clinically meaningful improvements in depression in clinical patients, with response rates 

ranging from 25% to 88%. 有酸素トレーニングとレジスタンストレーニングは、臨床的患者のうつ

状態を臨床的に意義のある程度に改善するが、その反応率は 25〜88％である。Studies are 

less consistent among seniors without clinical depression. 臨床的うつでない高齢者を対象にし

た研究の結果は、一定ではない。For example, symptoms of depression did not improve after 

light-resistance elastic band training in frail community-dwelling seniors without clinical 

symptoms (35). 例えば、臨床的な症状の無い、地域在住の高齢者のうつ症状は、チューブを

使用した軽度のレジスタンストレーニングでは改善しなかった。Mean depression scores also did 

not improve in healthy, independent but sedentary older women after either moderate- or 

higher-intensity RET using weight machines; 健康で、自立した、しかし座業的な生活を送って

いる高齢女性が中等強度、ないしは高強度の、マシンを使用したレジスタンストレーニングを行

っても、うつスコアの平均値は向上しなかった。however, anxiety levels did decreased after 

moderate-intensity RET (250). しかしながら、中等強度のレジスタンストレーニングでは、不安

レベルが改善した。Improvements in overall well-being and QOL measures (e.g., body pain, 

vitality, social functioning, morale, and/or sleep quality) have also been reported after RET 

using moderate- and higher-intensity protocols in community-dwelling seniors with minor or 

major depression (223) and in independent sedentary older women (250). 独居生活をしている

高齢女性、および地域在住の軽症、および大うつ病の高齢者においても、中等強度および高

強度のレジスタンストレーニングによって、全体的な幸福と、QOL（生活の質）の指標（例: 身体

の痛み、精力、社会的機能、元気、睡眠の質、等）が改善することも報告されている。In contrast, 

low-intensity task-unspecific protocols may not be effective in improving QOL measures in 

healthy independent seniors (80,154). 以上に対して、低強度の、（日常の）作業と関連性のな

いトレーニングでは、健康で独居生活をしている高齢者の QOL（生活の質）を改善する効果は

期待できないかもしれない。 

 

Evidence statement and recommendation. 根拠に関する声明と推奨 

Evidence category A/B. 根拠レベルＡ/Ｂ 

There is a strong evidence that high-intensity RET is effective in the treatment of clinical 

depression. 高強度のレジスタンストレーニングが臨床的うつの治療に有効であることを示す確

固たる証拠が存在する。More evidence is needed regarding the intensity and frequency of RET 

needed to elicit specific improvements in other measures of psychological health and well-being. 

心理学上の、そして幸福の他の指標を改善するためのレジスタンストレーニングの強度や頻度
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に関しては、更なる研究を行って確かめる必要がある。 

 

TABLE 4. Summary of the SORT evidence strength taxonomy. 証拠の強さによる分類 

Evidence Statements 証拠に関する記述 Evidence 

Strength: 証

拠の強さ 

A = Highest 最

高, D = 

Lowest 最低 

Section 1 セクション１: Normal human aging 正常な非との加齢 

Advancing age is associated with physiologic changes that result in reductions in 

functional capacity and altered body composition. 加齢に伴って生理学的な変

化が生じ、この結果、機能的能力と身体組成が変化する。 

A 

Advancing age is associated with declines in physical activity volume and 

intensity. 加齢に伴って身体活動の量と強度が低下する。 

A/Ba 

Advancing age is associated with increased risk for chronic diseases but physical 

activity significantly reduces this risk. 加齢に伴って慢性疾患の危険性が増す

が、身体活動はその危険性を有意に減少させる。 

B 

Section 2 セクション２: Physical activity and the aging process 身体活動と加齢変化 

Regular physical activity increases average life expectancy through its influence 

on chronic disease development, through the mitigation of age-related biological 

changes and their associated effects on health and well-being, and through the 

preservation of functional capacity. 定期的な身体期活動は、慢性疾患の発生、

加齢に伴う生物が聞く的な変化の軽減、そしてこれらに伴う健康と幸福、そして

機能的能力の維持を通じて、平均余命を延長する。 

A 

Individuals differ widely in how they age and in how they adapt to an exercise 

program. 加齢に伴う変化や、運動プログラムにどのように反応するのかには大き

な個人差がある。It is likely that lifestyle and genetic factors contribute to the 

wide interindividual variability seen in older adults. 古例者におけるこのような大

幅な個人差は、生活習慣や遺伝的要因によって生じる可能性がある。 

B 

Healthy older adults are able to engage in acute aerobic or resistance exercise 

and experience positive adaptations to exercise training. 健康な高齢者は、急

性の有酸素運動やレジスタンス運動を行う能力があり、これにたいして良い応答

を示す。 

A 

Regular physical activity can favorably influence a broad range of physiological 

systems and may be a major lifestyle factor that discriminates between those 

individuals who have and have not experienced successful aging. 定期的な身体

期活動の実施は、広範な生理学的システムに良い影響を及ぼし、このことが、サ

クセスフル・エイジングを左右する重大な生活因子になり得る。 

B/Ca 
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Regular physical activity reduces the risk of developing a large number of 

chronic diseases and conditions and is valuable in the treatment of numerous 

diseases. 定期的な身体活動は多くの種類の慢性疾患の発症の危険性を軽減

し、また、多くの疾病の治療法としても価値がある。 

A/Ba 

Section 3 セクション３: Benefits of physical activity and exercise 身体活動と運動の効果 

Vigorous, long-term participation in AET is associated with elevated 

cardiovascular reserve and skeletal muscle adaptations, which enable the 

aerobically trained older individual to sustain a submaximal exercise load with 

less cardiovascular stress and muscular fatigue than their untrained peers. 高強

度の有酸素トレーニングを長期間継続すると、心臓血管系の余力が増し、また、

骨格筋が適応することによって、トレーニングを実施していない高齢者と比較し

て、トレーニングを実施している高齢者は、より少ない心臓血管系のストレスと、筋

のより少ない疲労によって、最大下の運動をより長く続けることができる。

Prolonged aerobic exercise also seems to slow the age-related accumulation of 

central body fat and is cardioprotective. 長期間の有酸素運動は、また、加齢に

伴う腹部脂肪の蓄積を遅らせ、このことは心臓を保護するように働く。 

B 

Prolonged participation in RET is consistently associated with higher muscle and 

bone mass and strength, which are not seen as consistently seen with prolonged 

AET alone. 長期間のレジスタンストレーニングの実施には、常に、骨格筋量と骨

量の増加、そして筋力の増加が伴う。このような効果は、有酸素トレーニングのみ

では得ることができないことが多い。 

B 

AET programs of sufficient intensity (>=60% of pretrainingV˙O2max), frequency, 

and length (>=3 d/kw for >=16 wk) can significantly increaseV˙O2max in healthy 

middle-aged and older adults. 十分な強度（トレーニングを開始する前の最大酸

素摂取量の 60%以上）、そして十分な頻度と期間（週に３回以上、16 週以上）の

有酸素トレーニングプログラミングによって、健康な中年と高齢者の最大酸素摂

取量は有意に増加する。A Three or more months of moderate-intensity AET 

elicits cardiovascular adaptations in healthy middle-aged and older adults, which 

are evident at rest and in response to acute dynamic exercise. ３ヶ月以上の、中

等強度の有酸素トレーニングによって、健康な中年と高齢者の心臓血管系の適

応が生じ、そのことは、安静時と、急性の動的な運動を実施した際の応答に現れ

る。 

A/Ba 

In studies involving overweight middle-aged and older adults, 

moderate-intensity AET has been shown to be effective in reducing total body 

fat. 過体重の中年と高齢者では、中等強度の有酸素トレーニングは、体脂肪量

を減少させるのに効果的である。In contrast, most studies report no significant 

effect of AET on FFM. これに対して、ほとんどの研究は、有酸素トレーニングで

は、除脂肪組織量はほとんど変化しないと報告している。 

A/Ba 

AET can induce a variety of favorable metabolic adaptations including enhanced B 
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glycemic control, augmented clearance of postprandial lipids, and preferential 

utilization of fat during submaximal exercise. 有酸素トレーニングによって、血糖

値のコントロール、食後の脂質の処理、最大下運動中の優先的な脂肪の消費な

どを含む、様々な代謝状態が改善される。 

AET may be effective in counteracting age-related declines in BMD in 

postmenopausal women 有酸素トレーニングは、閉経後の女性の加齢に伴う骨

密度の低下に対抗的な効果を発揮する。 

B 

Older adults can substantially increase their strength after RET. レジスタンスト

レーニングによって高齢者の筋力は大幅に強まる。 

A 

Substantial increases in muscular power have been demonstrated after RET in 

older adults. レジスタンストレーニングによって、高齢者のパワーは実質的に高

まる。 

A 

Increases in MQ are similar between older and younger adults, and these 

improvements do not seem to be sex-specific. 筋の質の向上において、若年者

と高齢者との間に差はなく、また、性差もないように思われる。 

B 

Improvements in muscular endurance have been reported after RET using 

moderate- to higher-intensity protocols, whereas lower-intensity RET does not 

improve muscular endurance. 中等から高強度のレジスタンストレーニングによっ

て高齢者の筋持久力は向上すると報告されているが、低強度のレジスタンストレ

ーニングでは筋持久力は向上しない。 

C 

The effect of exercise on physical performance is poorly understood and does not 

seem to be linear. 運動が身体能力に及ぼす影響については十分に理解されて

おらず、直線的な関係にはないように思われる。RET has been shown to 

favorably impact walking, chair stand, and balance activities, but more 

information is needed to understand the precise nature of the relationship 

between exercise and functional performance レジスタンストレーニングは、歩

行、椅子から立ち上がる、バランス活動に良い影響があることが報告されている

が、運動と機能的能力との関連性に関する特性については、さらなる情報が必

要である。 

C/Da 

Favorable changes in body composition, including increased FFM and decreased 

FM have been reported in older adults who participate in moderate or high 

intensity RET. 中等強度ないしは高強度のレジスタンストレーニングによって、除

脂肪組織が増加したり、体脂肪が減少するなどの高齢者の身体組成は改善す

る。 

B/C 

High-intensity RET preserves or improves BMD relative to sedentary controls, 

with a direct relationship between muscle and bone adaptations. 相対的に座業

的な生活を送っている人と比較して、高強度のレジスタンストレーニングによって

骨密度は増加する。これは、骨格筋と骨との間に直接的に関係があることによ

る。 

B 
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Evidence of the effect of RET on metabolic variables is mixed. レジスタンストレ

ーニングが代謝に及ぼす影響に関しては、異なった研究結果が報告されてい

る。There is some evidence that RET can alter the preferred fuel source used 

under resting conditions, but there is inconsistent evidence regarding the effects 

of RET on BMR. レジスタンストレーニングによって、安静時に消費するエネルギ

ー源は好ましい方向に変化することを報告している研究がある一方で、レジスタ

ンストレーニングが安静代謝量を参加させるかいなかに関しては一致した見解が

得られていない。The effect of RET on a variety of different hormones has been 

studied increasingly in recent years; however, the exact nature of the 

relationship is not yet well understood. 近年、レジスタンストレーニングがさまざ

まなホルモンに及ぼす影響を検討する研究が増加しているが、まだ、厳密な関連

性は分かっていない。 

B/C 

Multimodal exercise, usually including strength and balance exercises, and tai 

chi have been shown to be effective in reducing the risk of non-injurious and 

sometimes injurious falls in populations who are at an elevated risk of falling.通

常は筋力とバランス運動、ないしは太極拳を含むが、複数種の運動によって、転

倒の危険性が高まっている人たちの、外傷を伴わない、ときには外傷を伴う転倒

の危険性を減少させることができる。 

C 

Few controlled studies have examined the effect of flexibility exercise on ROM in 

older adults.高齢者の関節可動域に及ぼす柔軟性運動の影響についてしらべ

た適切にコントロールされた研究はほとんど存在しない。There is some evidence 

that flexibility can be increased in the major joints by ROM exercises; 代表的な

関節の可動域運動によって柔軟性が向上するといういくつかの証拠はある。

however, how much and what types of ROM exercises are most effective have 

not been established. しかしながら、どのような運動を、どの程度行うのが最も効

果的なのかについては分かっていない。 

D 

Regular physical activity is associated with significant improvements in overall 

psychological well-being. 定期的な身体活動は、心理学的幸福感を有意に向

上する。Both physical fitness and AET are associated with a decreased risk for 

clinical depression or anxiety. 身体活動と、有酸素トレーニングの両方は、臨床

的うつと不安の危険性を軽減する。Exercise and physical activity have been 

proposed to impact psychological well-being through their moderating and 

mediating effects on constructs such as self-concept and self-esteem. 運動と身

体活動は、自己概念や、自己尊敬などの構成概念を適度にしたり、介在したりす

ることによって、心理学的な幸福感に影響を及ぼす。 

A/B 

Epidemiological studies suggest that cardiovascular fitness and higher levels of 

physical activity reduce the risk of cognitive decline and dementia. 疫学的研究

の結果は、心臓血管系の体力や、身体活動の豊富さは、認知機能の低下や認

知症の危険性を低減することを示唆している。Experimental studies demonstrate 

A/B 
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that AET, RET, and especially combined AET and RET can improve cognitive 

performance in previously sedentary older adults for some measures of cognitive 

functioning but not others. 実験研究の結果は、有酸素トレーニングも、レジスタ

ンストレーニングも、そして有酸素とレジスタンストレーニングを組み合わせた場合

に最も効果的に、それまで座業的生活を送っていた被験者の認知機能の一部

の指標を改善することを報告している。しかし、改善しない指標もある。Exercise 

and fitness effects are largest for tasks that require complex processing requiring 

executive control. 運動や体力の効果は、実行管理が必要な複雑な作業が最も

大きい。 

Although physical activity seems to be positively associated with some aspects 

of QOL, the precise nature of the relationship is poorly understood. 身体活動

は QOL（生活の質）のいくつかの側面と正の相関関係にあるように見えるが、詳

細については不明である。 

D 

There is a strong evidence that high-intensity RET is effective in the treatment 

of clinical depression. 高強度のレジスタンストレーニングが臨床的うつの治療に

効果的であることを示す強い根拠がある。More evidence is needed regarding the 

intensity and frequency of RET needed to elicit specific improvements in other 

measures of psychological health and well-being. 心理学的な健康や健康観など

の他の指標を改善するために必要なレジスタンストレーニングの強度や頻度につ

いては、更なる研究が必要である。 

A/B 

a Any review of evidence pertaining to exercise and physical activity in older adult populations 

will necessarily be interdisciplinary and subject to differences in research design across various 

sub-disciplines within exercise science. Whenever possible, a single SORT rating is provided; 

however, occasionally, when the strength of evidence varies across studies, a composite rating 

is provided.  

 

CONCLUSIONS 結論 

Although no amount of physical activity can stop the biological aging process, there is evidence 

that regular exercise can minimize the physiological effects of an otherwise sedentary lifestyle 

and increase active life expectancy by limiting the development and progression of chronic 

disease and disabling conditions. いかなる量の身体活動であっても、生物学的加齢を止めるこ

とはできない。しかしながら、定期的な運動は、座業的な生活に伴う生理学的な変化を最小限

にし、慢性疾患の進展や、身体障害の発生を減少させることによって、活動余命を延長すること

に関する根拠が存在する。There is also emerging evidence for psychological and cognitive 

benefits accruing from regular exercise participation by older adults (Table 4). また、高齢者が

定期的な運動を実施することには心理学的な、そして認知機能において利点があることを示す

証拠も増加しつつある。It is not yet possible to describe in detail exercise programs that will 

optimize physical functioning and health in all groups of older adults. 全ての高齢者にとって最

も効果的に身体機能や健康を最適化する運動プログラムの詳細はまだ明らかではない。New 
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evidence also suggests that some of the adaptive responses to exercise training are 

genotype-sensitive, at least in animal studies (14). 最新の研究結果は、少なくとも動物実験に

おいては、運動トレーニングに対する応答のいくつかの側面は、遺伝的な影響を受けることを示

している。Nevertheless, several evidence-based conclusions can be drawn relative to exercise 

and physical activity in the older adult population: しかしながら、いくつかの根拠に基づいた、

高齢集団の運動と身体活動に関する結論は 1) A combination of AET and RET activities seems 

to be more effective than either form of training alone in counteracting the detrimental effects 

of a sedentary lifestyle on the health and functioning of the cardiovascular system and skeletal 

muscles. 座業的生活が心臓血管系および骨格筋の健康や機能に破壊的影響を及ぼすことに

対抗するためには、有酸素トレーニングとレジスタンストレーニングは、どちらかだけ行うのでは

なく、両方行う方がより効果的であると考えられる。2) Although there are clear fitness, metabolic, 

and performance benefits associated with higher-intensity exercise training programs in healthy 

older adults, it is now evident that such programs do not need to be of high intensity to reduce 

the risks of developing chronic cardiovascular and metabolic disease. 高強度運動トレーニング

には、健康な高齢者の体力、代謝、そして能力上の明らかな効果があるが、現在では、慢性心

臓血管系疾患や代謝性疾患発症の危険性を低減させるためには、必ずしも高強度である必要

がないことを示す証拠がある。However, the outcome of treatment of some established diseases 

and geriatric syndromes is more effective with higher-intensity exercise (e.g., type 2 diabetes, 

clinical depression, osteopenia, sarcopenia, muscle weakness). しかしながら、発症してしまった

いくつかの種類の疾病（例: ２型糖尿病、臨床的うつ、骨減少症、骨格筋減少症、筋力低下）

や、高齢者症候群を治療する場合は、高強度運動の方がより効果的である。3) The acute 

effects of a single session of aerobic exercise are relatively short-lived, and the chronic 

adaptations to repeated sessions of exercise are quickly lost upon cessation of training, even in 

regularly active older adults. 単発の有酸素運動の影響は長く続かないし、長期的に繰り返し

行った運動トレーニングの効果も、かりに活動的な高齢者であっても、トレーニングを中止するこ

とによって急速に失われる。4) The onset and patterns of physiological decline with aging vary 

across physiological systems and between sexes, and some adaptive responses to training are 

age- and sex-dependent. 加齢に伴う生理学的低下の始まりや、低下の様子は、生理学的シス

テムによっても、また、性別によっても異なり、トレーニングに対する反応も年齢や性別によって

異なる。Thus, the extent to which exercise can reverse age-associated physiological 

deterioration may depend, in part, on the hormonal status and age at which a specific 

intervention is initiated. このように、加齢に伴う生理学的悪化に対抗する運動の効果の程度

は、部分的にはホルモンの状態や、運動を開始した年齢によっても異なる。5) Ideally, exercise 

prescription for older adults should include aerobic exercise, muscle strengthening exercises, 

and flexibility exercises. 理想的には、高齢者向けの運動プログラムには、有酸素運動、筋強

化運動、そして柔軟性運動が含まれるべきである。In addition, individuals who are at risk for 

falling or mobility impairment should also perform specific exercises to improve balance in 

addition to the other components of health-related physical fitness. さらに、これらの体力要素

に加えて、転倒の危険性が高かったり移動能力に問題があったりする場合は、バランスを改善
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するための特異的な運動も実施するべきである。The conclusions of this Position Stand are 

highly consistent with the recently published 2008 Physical Activity Guidelines for Americans, 

which state that regular physical activity is essential for healthy aging. この見解表明の結論は、

2008 年に発表したアメリカ人のための身体活動のガイドラインと一致しており、健康的な加齢の

ためには定期的な身体活動が不可欠であるというものである。Adults aged 65 yr and older gain 

substantial health benefits from regular physical activity, and these benefits continue to occur 

throughout their lives. 65 歳以上の高齢者は定期的な身体活動によって健康上の大きな効果

が得られ、身体活動を続ける限り死ぬまで効果は続く。Promoting physical activity for older 

adults is especially important because this population is the least physically active of any age 

group (50). 高齢者に身体活動を推奨することは、他の年代の人と比較して、この年代の人たち

の身体活動量が最も少ないことからも、非常に重要である。 

 The writing group would like to acknowledge the contributions of Drs. Loren Chiu 

(Metabolic Effects), Sean Flanagan (Body Composition), Beth Parker (Stretching and Flexibility 

training), and Kevin Short (Metabolic effects) who provided assistance in the preparation of 

sections of the Position Stand.  

 This pronouncement was reviewed by the American College of Sports Medicine 

Pronouncements Committee and by Gareth R. Jones, Ph.D.; Priscilla G. MacRae, Ph.D., 

FACSM; Miriam C. Morey, Ph.D.; Anthony A. Vandervoort, Ph.D., FACSM; and Kevin R. 

Vincent, M.D., Ph.D.  

 This Position Stand replaces the 1998 ACSM Position Stand, “Exercise and Physical 

Activity for Older Adults.” Med Sci. Sports Exerc. 1998; 30(6): 992–1008.  
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Strength Training as a Countermeasure to Aging Muscle and Chronic Disease  

筋の加齢および慢性疾患に対する対策としての筋力トレーニング 

Ben F. Hurley, Erik D. Hanson and Andrew K. Sheaff 

Sports Med 2011; 41 (4): 289-306 

Strength training (ST) has long been considered a promising intervention for reversing the loss of 

muscle function and the deterioration of muscle structure associated with advanced age but, until 

recently, the evidence was insufficient to support its role in the prevention or treatment of 

disease. 筋力トレーニングは、長く、加齢に伴う筋機能の低下や筋構造の劣化を逆転させる有望

な介入方法であると考えられてきた。しかしながら、近年まで、疾病の治療上の役割に関する証拠

は十分には得られていなかった。In recent decades, there has been a long list of quality reviews 

examining the effects of ST on functional abilities and a few on risk factors for specific diseases, 

but none have provided a comprehensive assessment of ST as an intervention for a broad range of 

diseases. ここ数十年の間に、機能的能力と、一部の疾病における危険因子に及ぼす筋力トレー

ニングの影響に関する多数の優れたレビュー論文が発表されたが、様々な疾病に対する介入結

果を網羅的にまとめたものは存在しない。This review provides an overview of research addressing 

the effectiveness of ST as an intervention for the prevention or treatment of the adverse 

consequences of (i) aging muscle; (ii) the metabolic syndrome (MetS) and its components, i.e. 

insulin resistance, abdominal obesity, hyperlipidaemia and hypertension; (iii) fibromyalgia; (iv) 

rheumatoid arthritis; and (v) Alzheimer’s disease. 本レビューは、(i)筋の加齢、(ii)メタボリックシン

ドローム、そしてメタボリックシンドロームの構成要素としてのインスリン抵抗性、腹部肥満、脂質異

常、および高血圧、(iii) 線維筋痛、(iv)関節リウマチ、そして(v)アルツハイマー病に対する筋力トレ

ーニングの介入効果に関する研究の概要を提供するものである。Collectively, these studies 

indicate that ST may serve as an effective countermeasure to some of the adverse consequences 

of the MetS, fibromyalgia and rheumatoid arthritis. 総じて言うならば、これらの研究の結果は、メ

タボリックシンドローム、線維筋痛、そして関節リウマチに伴って生じる有害な結果に対して、筋力ト

レーニングは何らかの逆転効果を発揮することを示しているということである。Evidence in support 

of the hypothesis that ST reduces insulin resistance or improves insulin action comes both from 

indirect biomarkers, such as glycosylated haemoglobin (HbA1c), and insulin responses to oral 

glucose tolerance tests, as well as from more direct procedures such as hyperglycaemic and 

hyperinsulinaemic-euglycaemic clamp techniques. 筋力トレーニングがインスリン抵抗性を低減し、

インスリンの働きを高めるという仮説に対して、グリコヘモグロビン(HbA1c)や糖負荷試験に対する

応答などの間接的な証拠と、高血糖ないしは高インスリン正常血糖値クランプ法などの直接的な

証拠が、仮説を支持している。The evidence for the use of ST as a countermeasure of abdominal 

obesity is less convincing. 筋力トレーニングが腹部肥満に対する対策になるということに関しては、

十分な証拠は得られていない。Although some reports show statistically significant reductions in 

visceral fat, it is unclear if the magnitude of these changes are physiologically meaningful and if 

they are independent of dietary influences. いくつかの論文は、内臓脂肪が有意に減少したことを

報告しているが、その減少の程度に生理学的な意味があるのかや、その減少に対して食事が影
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響していなかったのかについては不明である。The efficacy of ST as an intervention for reducing 

dyslipidaemia is at best inconsistent, particularly when compared with other pharmacological and 

non-pharmacological interventions, such as aerobic exercise training. 脂質異常に対する筋力ト

レーニングの介入効果については、薬物介入および、有酸素性トレーニングなどの他の非薬物介

入の効果と比較して、最も矛盾した結果が得られている。However, there is more consistent 

evidence for the effectiveness of ST in reducing triglyceride levels. しかしながら、中性脂肪にか

んしては、筋力トレーニングによって減少するというより一定した証拠が得られている。This finding 

could have clinical significance, given that elevated triglyceride is one of the five criterion 

measures for the diagnosis of the MetS. メタボリックシンドロームの診断基準には５つの項目がある

が、中性脂肪はその１つであるため、筋力トレーニングによって中性脂肪が減少することは臨床的

に意義がある可能性がある。Small to moderate reductions in resting and exercise blood pressure 

have been reported with some indication that this effect may be genotype dependent. 安静時お

よび運動時の血圧がわずか、ないしは中程度に低下することと、その効果には遺伝が影響してい

ることが報告されている。ST improves or reverses some of the adverse effects of fibromyalgia and 

rheumatoid arthritis, particularly pain, inflammation, muscle weakness and fatigue. 筋力トレーニ

ングは、線維筋痛と関節リウマチによる、特に、痛み、炎症、筋の弱化や疲労などのいくつかの悪

影響を逆転させる。Investigations are needed to determine how these effects compare with those 

elicited from aerobic exercise training and/or standard treatments. これらの効果を、有酸素性ト

レーニングや、標準的な治療による効果と比較する研究が必要である。There is no evidence that 

ST can reverse any of the major biological or behavioural outcomes of Alzheimer’s disease, but 

there is evidence that the prevalence of this disease is inversely associated with muscle mass and 

strength. 筋力トレーニングがアルツハイマー病に伴う主要な生物学的または行動的変化を逆転

させるという証拠はないが、この疾病の発生率が筋量や筋力と逆走相関しているという証拠は存在

する。Some indicators of cognitive function may also improve with ST. 筋力トレーニングによって

認知機能が改善するかもしれないことを示している報告もある。Thus, ST is an effective 

countermeasure for some of the adverse effects experienced by patients of many chronic diseases, 

as discussed in this review. 以上のように、また、本文で議論しているように、筋力トレーニングは、

多くの慢性疾患に伴って患者が経験する悪影響を逆転させる。
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2015/07/31 

Growing pains in children 

子どもの成長痛 

Yosef Uziel and Philip J Hashkes 

Pediatric Rheumatology 2007, 5: 5 

We review the clinical manifestations of "growing pains", the most common form of episodic 

childhood musculoskeletal pain. 我々は、子どもに時たま発生する最も一般的な金骨格系の疼痛

である成長痛の臨床上の症状を再吟味した。Physicians should be careful to adhere to clear 

clinical criteria as described in this review before diagnosing a child with growing pain. 子どもの

症状を成長痛であると診断する歳には、医師は本文で定義する臨床上の明確な基準に注意深く

従うべきである。We expand on current theories on possible causes of growing pains and describe 

the management of these pains and the generally good outcome in nearly all children. 我々は、

成長痛の原因として現在考えられている理論を発展させ、ほとんどの子どもの予後を良くする痛み

の管理方法を説明する。 
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2015/07/10 

Weight Loss with a Low-Carbohydrate, Mediterranean, or Low-Fat Diet 

低炭水化物食、地中海食、または低脂肪食による体重減少 

Iris Shai, R.D., et al. 

The new England journal of medicine 2008; 359: 229-41. 

Background 背景 

Trials comparing the effectiveness and safety of weight-loss diets are frequently limited by short 

follow-up times and high dropout rates. 体重減少用の食事の効果や安全性を比較する研究の多

くは、追跡期間が短かったり、中断者が多数だったりという欠点を有している。 

 

Methods 方法 

In this 2-year trial, we randomly assigned 322 moderately obese subjects (mean age, 52 years; 

mean body-mass index [the weight in kilograms divided by the square of the height in meters], 31; 

male sex, 86%) to one of three diets: low-fat, restricted-calorie; Mediterranean, 

restricted-calorie; or low-carbohydrate, non–restricted-calorie. 二年間の研究として、我々は、

322 名の中等度に肥満している被験者（平均年齢 52 歳、BMI の平均値 31、86％は男性）を、低炭

水化物食、地中海食、または低脂肪食の３群に、無作為に割り付けた。 

 

Results 結果 

The rate of adherence to a study diet was 95.4% at 1 year and 84.6% at 2 years. 全体としての食

事制限の継続率は、一年目は 95.4％、二年目は 84.6％であった。The Mediterranean-diet group 

consumed the largest amounts of dietary fiber and had the highest ratio of monounsaturated to 

saturated fat (P<0.05 for all comparisons among treatment groups). 他の食事と比較して、地中海

食は、最も食物繊維が多く、また、一価飽和脂肪酸の割合が高かった。The low-carbohydrate 

group consumed the smallest amount of carbohydrates and the largest amounts of fat, protein, 

and cholesterol and had the highest percentage of participants with detectable urinary ketones 

(P<0.05 for all comparisons among treatment groups). 他の食事と比較して、低炭水化物食は、炭

水化物の量が最も少なく、脂肪、たんぱく質、コレステロールの摂取量が多く、尿中へのケトン体の

排泄量が最も多かった。The mean weight loss was 2.9 kg for the low-fat group, 4.4 kg for the 

Mediterranean-diet group, and 4.7 kg for the low-carbohydrate group (P<0.001 for the 

interaction between diet group and time); among the 272 participants who completed the 

intervention, the mean weight losses were 3.3 kg, 4.6 kg, and 5.5 kg, respectively. 体重減少量

の平均値は、低炭水化物食で 4.7kg、地中海食で 4.4kg、または低脂肪食で 2.9kg（食事の違いと

時期の違いの相互作用が有意）で、最食事制限を完了した272名の平均値としては、低炭水化物

食で 5.5kg、地中海食で 4.6kg、または低脂肪食で 3.3kg であった。 The relative reduction in the 

ratio of total cholesterol to high-density lipoprotein cholesterol was 20% in the low-carbohydrate 

group and 12% in the low-fat group (P = 0.01). HDL コレステロールに対する総コレステロールの

減少割合としては、低炭水化物が 20％で、低脂肪食で 12 

％であった。Among the 36 subjects with diabetes, changes in fasting plasma glucose and insulin 
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levels were more favorable among those assigned to the Mediterranean diet than among those 

assigned to the low-fat diet (P<0.001 for the interaction among diabetes and Mediterranean diet 

and time with respect to fasting glucose levels). 糖尿病を有する被験者の血糖値やインスリン濃

度の変化としては、低脂肪食よりも地中海食の方が有利であった。 

 

Conclusions 結論 

Mediterranean and low-carbohydrate diets may be effective alternatives to low-fat diets. 低脂肪

食と地中海食は、低脂肪食に代わる減量用食になる可能性がある。The more favorable effects on 

lipids (with the low-carbohydrate diet) and on glycemic control (with the Mediterranean diet) 

suggest that personal preferences and metabolic considerations might inform individualized 

tailoring of dietary interventions. 脂質の変化では低炭水化物がすぐれ、血糖値のコントロール

では地中海食が優れていたことなどから、個人の好みや、代謝特性に応じて、食事制限の方法を

指導すべきなのかもしれない。 
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2015/6/25 

Effects of resistance training on the performance of activities of daily living in patients with 

Alzheimer’s disease  

レジスタンストレーニングがアルツハイマー患者の日常生活動作能力に及ぼす影響 

Marcelo Garuffi, José Luiz Riani Costa, Salma Sthephany Soleman Hernández, Thays Martins 

Vital, Angelica Miki Stein, Julimara Gomes dos Santos and Florindo Stella 

Geriatr Gerontol Int 2013; 13: 322–328 

Aim 目的: The objective of this study was to investigate the effects of resistance training in 

activities of daily living performance in Alzheimer’s disease (AD) patients. 本研究の目的は、レ

ジスタンストレーニングがアルツハイマー患者の日常生活動作能力に及ぼす影響を検討すること

である。 

 

Methods 方法: An exploratory and longitudinal study, lasting for 16 weeks, with the participation 

of 34 patients divided equally in: the training group (TG), who participated in a resistance training 

protocol (three sets of 20 repetitions in five exercises); and the social gathering group (SGG), who 

participated in a social interaction protocol (i.e. group dynamics, writing and reading activities).  

4 名の被験者をトレーニング群と社会活動群の２群に均等に分けた。トレーニングは、５種目を、20

回の反復回数で、３セットずつ、16 週間実施した。社会活動群では、グループで書いたり読んだり

する活動を行った。 

 

Results 結果: We observed significant differences between the groups in moving around the 

house, climbing stairs, standing up from the floor and putting on socks tests. 家の周りを歩いたり、

階段を上ったり、立ち上がったり、ソックスを履いたりする動作における違いが観察された。 

 

Conclusion 結論: This study showed that resistance training improves agility, lower limb 

strength, balance and flexibility in AD patients, while SGG protocol is important to improve the 

agility. 本研究の結果、レジスタンストレーニングによって、アルツハイマー患者の敏捷性、下肢の

筋力、バランス能力、そして柔軟性が改善し、社会活動群でも敏捷性を改善することが示された。 
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2015/06/25 

Second trimester postload glucose level as an important predictor of low birth weight infants: 

Tanaka Women’s Clinic Study  

妊娠第２期における血糖値が低出生体重の出現率を予測する 田中ウィメンズクリニック研究 

Diabetes research and clinical practice 105 (2014) e16–e19 

Yoko Yachi, Yasuhiro Tanaka, Izumi Nishibata, Sakiko Yoshizawa, Kazuya Fujihara, Satoru 

Kodama, Akiko Suzuki, Osamu Hanyu, Hirohito Sone 

Although it is well known that the maternal prepregnancy BMI is a strong contributor to fetal 

growth, our results showed that a low postload glucose level, although within normal range, 

independent of maternal BMI was strongly associated with an increased risk of low birth weight 

births among Japanese mothers. 妊娠前の BMI が低値だと低出生体重が生まれる可能性が高い

ことは既によく知られている。しかし、我々の研究では、BMI が正常な妊婦であっても、仮に正常範

囲内だとしても、糖負荷試験における血糖値が低いほど低出生体重が生まれる可能性が高いこと

が示された。 
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2015/6/18 

Neuromuscular Adaptations to Constant vs. Variable Resistance Training in Older Men 

一定負荷ないしは可変抵抗負荷レジスタンストレーニングが高齢男性の神経筋適応に及ぼす影

響 

S. Walker, H. Peltonen, J. Sautel, C. Scaramella, W. J. Kraemer, J. Avela, K. Hakkinen 

Int J Sports Med 2014; 35: 69-74 

This study examined the effects of constant or variable external resistance training on 

neuromuscular adaptations in the lower limbs of older men. 本研究は、一定負荷ないしは可変抵

抗負荷レジスタンストレーニングが高齢男性の神経筋適応に及ぼす影響を検討するために実施し

た。37 subjects (age 65±4year) were quasi-randomly assigned to the constant or variable training 

group, or a non-training control group. 37 名の高齢男性（年齢 65±4 歳）を半無作為に、一定負

荷トレーニング、可変抵抗負荷トレーニング、およびトレーニングを行わない対照群に割り付けた。

Training consisted of a 20-week medium-intensity, high volume resistance training program. トレ

ーニングは、20 週間の、中等強度の、多量トレーニングであった。Maximum bilateral concentric 

and isometric force production of the leg extensors as well as repetitions-to-failure test were 

performed pre-, mid- and post-training. 両側の脚の短縮性および等尺性の伸展力と、最大反復

回数を、トレーニング期間の前・中・後に測定した。Vastus lateralis muscle cross-sectional area 

was assessed by ultrasound and lean leg mass was assessed by dual-energy x-ray absorptiometry. 

外側広筋の横断面積を超音波法で、脚の除脂肪組織量を DXA 法で計測した。Both training 

groups significantly increased force production of the leg extensors (variable: 26kg, 95%CI =12-39, 

P<0.01; constant: 31 kg, 95%CI =19-43, P<0.01) and VL cross-sectional area (variable: 1.5 cm2, 

95% CI=0.03-3.1, P=0.046; constant: 3cm2, 95% CI=1.2-4.8, P=0.002). 両群とも脚伸展力（一定: 

31kg、可変: 26kg）と外側広筋の横断面積（一定: 3cm2、可変: 1.5cm2）が有意に増加した。

However, only the variable training group significantly improved repetitions to failure 

performance (704 kg, 95% CI=45-1364, P=0.035). しかしながら、最大反復回数は、可変抵抗負

荷でのみ有意（704 kg）に増加した。Only the variable resistance training group improved 

fatigue-resistance properties, which may be an important adaptation to maintain exercise and 

functional capacity in older individuals. 最大反復回数は可変抵抗負荷トレーニングでのみ増加

したが、この能力は高齢者の運動及び動作機能を支える要素であるため、重要である可能性があ

る。 
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平成 27 年６月 11 日 

Active Stretching Improves Flexibility, Joint Torque, and Functional Mobility in Older Women  

能動的なストレッチングは、高齢女性の柔軟性、関節トルク、および移動機能を改善する 

Batista LH, Vilar AC, Ferreira JJA, Rebelatto JR, Salvini TF 

Am J Phys Med Rehabil 2009; 88: 815-822 

Objective 目的: To investigate the effect of an active stretching program on the knee flexors with 

regards to flexibility, torque, and functional mobility of older women. 能動的な膝屈筋のストレッ

チングプログラムにより、高齢女性の柔軟性、トルク、移動機能が改善するか否かを検討する。The 

hypothesis of this study was that a program of active knee-flexor stretching increases flexibility 

and muscle torque and improves functional mobility. 本研究の仮説は、「膝屈筋のストレッチング

プログラムが柔軟性、筋トルク、そして移動機能を改善する」である。 

Design 方法: Twelve active older women aged 68.3 ± 6.2 yrs participated in this study, which 

lasted 12 wks. 平均年齢 68.3 ± 6.2 歳の、12 人の活動的な高齢者が、12 週間の研究に参加し

た。This study was divided into three phases (A^B-A^, each lasting 4 wks. 研究機関は３つの段

階に別れていた。Phases A) and A2 were control phases (without intervention), and phase B 

(stretch) consisted of seven repetitions of active knee-flexor stretching (1 min each, 30-sec rest, 

twice a week). 第一と第三段階は対照機関で、ストレッチングは行わなかった。第二段階では、能

動的な膝屈筋のストレッチングを７回繰り返して行った（各 1 分、30 秒間の休憩、週 2 回）Flexibility, 

functionality, and isokinetic torque (knee flexors and extensors) were assessed by measuring the 

knee-extension range of motion, the "Timed Up & Go" test, and by a dynamometry test at 

60°/sec. 柔軟性、機能、そして等速性トルク（膝屈曲と進展）を、膝関節の進展可動域、"Timed 

Up & Go" テスト、そして 60°/秒で計測した。 

 

Results: Stretching increased the flexibility of the knee flexors (41.5%; P = 0.0001), knee-flexor 

torque (11.4%), and extensor torque (10.1 %) (P < 0.01) but decreased Timed Up & Go test 

performance (14.3%; P = 0.0001). ストレッチングは、膝屈筋の柔軟性(41.5%; P = 0.0001)、膝屈筋

のトルク(11.4%)、膝進展のトルク(10.1 %)、そして Timed Up & Go テスト(14.3%; P = 0.0001)を改善

した。 

 

Conclusions 結論: The results of this study showed that an active stretching program was 

effective in increasing the flexibility of knee flexors, extensor and flexor torque, and functional 

mobility in older women. 本研究の結果は、能動的なストレッチングプログラムは、高齢女性の柔

軟性、筋トルク、そして移動機能を改善することを示した。 
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平成 27 年６月 11 日 

Transient effects of stretching exercises on gait parameters of elderly women  

高齢女性におけるストレッチングが歩行動作に及ぼす一過性の影響 

Andre L.F. Rodacki, Ricardo M. Souza, Carlos Ugrinowitsch, Fabiano Cristopoliski, Neil E. 

Fowler 

Manual Therapy 14 (2009) 167-172 

This study aimed to analyse the effects of a single stretching exercise session on a number of gait 

parameters in elderly participants in an attempt to determine whether these exercises can 

influence the risk of fall. この種の運動が転倒の危険性に影響するかを検討するために、高齢者

における単発のストレッチングが歩行動作の指標に及ぼす影響を分析した。Fifteen healthy 

women living in the community volunteered to participate in the study. 地域在住の 15 名の健康

な女性がこの研究に自主的に参加した。A kinematic gait analysis was performed immediately 

before and after a session of static stretching exercises applied on hip flexor/extensor muscles. 

股関節の屈筋と伸筋に対する単発のストレッチングが歩行動作の運動学的要因に及ぼす影響を

分析した。Results showed a significant influence of stretching exercises on a number of gait 

parameters, which have previously been proposed as fall predictors. この結果、ストレッチングは、

先行研究によって転倒の予測因子であることが報告されている複数の指標において、歩行動作に

有意に影響することが示された。Participants showed increased gait velocity, greater step length 

and reduced double support time during stance after performing stretching exercises, suggesting 

improved stability and mobility. ストレッチング実施後、参加者の歩行速度は増加し、歩幅は増加

し、両脚支持時間は減少したことは、安定性と移動能力が改善したことを示唆する。Changes 

around the pelvis (increased anterior—posterior tilt and rotation range of motion) resulting from 

the stretching exercises were suggested to influence the gait parameters (velocity, step length 

and double support time). ストレッチングによる骨盤周り（前・後傾や回旋可動域の増加）の変化

は、歩行動作の指標（速度、歩幅、両脚支持時間）に影響することを示唆する。Therefore, 

stretching exercises were shown to be a promising strategy to facilitate changes in gait 

parameters related to the risk of fall. このようなことから、ストレッチングは、歩行動作の指標を改

善し、転倒リスクを低減するための有望な戦略である可能性を示している。Some other gait 

variables related to the risk of fall remained unaltered (e.g., toe clearance). 他のいくつかの転倒

リスクに関連する指標は変化しなかった。The stable pattern of segmental angular velocities was 

proposed to explain the stability of these unchanged gait variables. 分節平面における角速度が

変化しなかったことは、安定性は変化しなかったことを示唆している。The results indicate that 

stretching exercises, performed on a regular (daily) basis, result in gait adaptations which can be 

considered as indicative of reduced fall risk. 本研究の結果は、定期的に（毎日）ストレッチングを

行うことに対する適応は、歩行動作を変化させ、これによって転倒の危険性が減少する可能性が

あることを示している。Other studies to determine whether regular stretching routines are an 

effective strategy to reduce the risk of fall are required. 定期的なストレッチングによって転倒の

危険性が効果的に減少することを確認する研究の実施が必要である。 
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平成 27 年６月４日 

Effect of Dietary Fatty Acids on Serum Lipids and Lipoproteins.  

食事に含まれている脂肪酸が血清脂質に及ぼす影響 A Meta-analysis of 27 Trials. 27 の研究を

用いたメタ分析 

Ronald P. Mensink and Martijn B. Katan 

Arteriosclerosis and Thrombosis 1992; 12: 911-919 

To calculate the effect of changes in carbohydrate and fatty acid intake on serum lipid and 

lipoprotein levels, we reviewed 27 controlled trials published between 1970 and 1991 that met 

specific inclusion criteria. 炭水化物と脂肪酸の摂取の変化が血清脂質に及ぼす影響を計算す

るために、1970 年から 1991 年間に発表された論文の中から一定の基準を満たす 27 編の論文を

検討した。These studies yielded 65 data points, which were analyzed by multiple regression 

analysis using isocaloric exchanges of saturated (sat), monounsaturated (mono), and poly 

unsaturated (poly) fatty acids versus carbohydrates (carb) as the independent variables. これらの

研究から 65 種類のデータを抽出し、重回帰分析により、炭水化物を独立変数として、等カロリーに

よる飽和脂肪酸、一価不飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸の影響を分析した。For high density 

lipoprotein (HDL) we found the following equation: HDL においては、次のような計算式が得られ

た。ΔHDL cholesterol (mmol/1) =0.012x(carb→sat) + 0.009x (carb→mono) + 0.007 x(carb→

poly) or, in milligrams per deciliter, 0.47x(carb→sat) + 034 x (carb→mono) + 0.28x (carb→poly). 

Expressions in parentheses denote the percentage of daily energy intake from carbohydrates that 

is replaced by saturated, cis-monounsaturated, or polyunsaturated fatty acids. （ ）の中は、日々

の炭水化物の何％を飽和脂肪酸、シス-一価不飽和脂肪酸、または多価不飽和脂肪酸に置き換

えることを示している。All fatty acids elevated HDL cholesterol when substituted for 

carbohydrates, but the effect diminished with increasing unsaturation of the fatty acids. 炭水化

物と置き換えることによって、全ての脂肪酸によって HDL コレステロールが増加した。しかし、不飽

和脂肪酸が増加すると、その影響は弱まった。For low density lipoprotein (LDL) the equation was 

LDL においては、次のような計算式が得られた。ΔLDL cholesterol (mmol/1) =0.033 x(carb→sat) 

- 0.006 x (carb→mono) - 0.014 x (carb→pory) or, in milligrams per deciliter, 1.28x(carb→sat) - 

0.24x(carb→mono) - 0.55x(carb→poly). The coefficient for polyunsaturates was significantly 

different from zero, but that for monounsaturates was not. 多価不飽和脂肪酸の係数は統計学

上、０とは有意に異なっていたが、一価脂肪酸はそうではなかった。For triglycerides the equation 

was 中性脂肪においては、次のような計算式が得られた。Δtriglycerides (mmol/1) = - 0.025 x 

(carb→sat) - 0.022 x (carb→mono) - 0.028 x (carb→poly) or, in milligrams per deciliter, 

-2.22x(carb→sat) - 1.99x(carb→mono) - 2.47 x (carb—•poly). Thus, replacement of 

carbohydrates by fat lowered serum triglycerides independent of the nature of the fat. このように、

脂肪酸の種類に係わらず、炭水化物を脂肪酸で置き換えることによって、血清中性脂肪は低下し

た。Replacement of saturated by unsaturated fatty acids raised the HDL to LDL cholesterol ratio, 

whereas replacement by carbohydrates had no effect. 飽和脂肪酸を不飽和脂肪酸で置き換える

と、LDLに対するHDLの値を増加させたが、炭水化物に置き換えてもそのような変化は示さなかっ

た。Thus, under isocaloric, metabolic-ward conditions the most favorable lipoprotein risk profile 
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for coronary heart disease was achieved if saturated fatty acids were replaced by unsaturated 

fatty acids, with no decrease in total fat intake. 以上のように、カロリー摂取量を変化させない場

合は、全脂肪摂取量を減少させなくても、飽和脂肪酸を不飽和脂肪酸に置き換えるだけで心疾

患の危険性を最も低減させることができる。Extrapolation of our data to free-living populations 

requires more insight into effects of diet on body weight; if high-oil diets promote obesity, then 

their favorable effects on serum lipids will be lost. この研究の結果を自由に生活している人に当

てはめる場合は、食事の変化に伴う体重の変化に注意する必要がある。なぜなら、高脂肪食は肥

満を助長し、肥満は高脂肪食による良い影響を打ち消してしまう可能性があるからである。 
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平成 27 年６月４日 

Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: Two cohort Studies  

低炭水化物食と全死亡率および死因別死亡率: ２つのコホート研究 

Teresa T. Fung, Rob M. van Dam, Susan E. Hankinson, Walter C. Willett 

Ann Intern Med. 2010 September 7; 153(5): 289–298 

Background 背景—Data on the long-term association between low-carbohydrate diets and 

mortality are sparse. 低炭水化物食が死亡率との関連性を長期にわたった検討したデータは見

当たらない。 

Objective 目的—To examine the association of low-carbohydrate diets with mortality during 26 

years of follow-up in women and 20 years in men. 低炭水化物と死亡率との関連性を、女性を対

象にした 26 年間にわたる追跡調査と、男性を対象にした 20 年間の追跡調査で検討すること。 

Design デザイン—A prospective cohort study of women and men, followed from 1980 (women) or 

1986 (men) until 2006. 女性では 1980 年から、男性では 1986 から、2006 年に向けての、前向き

コホート研究。Low-carbohydrate diets, either animal-based (emphasizing animal sources of fat 

and protein), or vegetable-based (emphasizing vegetable sources of fat and protein) were 

computed from multiple validated food frequency questionnaire assessed during follow-up. 追跡

期間中に実施した、食物摂取頻度をたずねる質問紙調査によって、動物性脂肪とたんぱく質を主

体とした低炭水化物食と、植物性脂肪とたんぱく質を主体とした低炭水化物を摂取している人を

抽出した。 

Setting 設定—Nurses' Health Study and Health Professionals' Follow-up Study 

Participants—85,168 women (aged 34-59 years at baseline) and 44,548 men (aged 40-75 years at 

baseline) without heart disease, cancer, or diabetes. Nurses' Health Study and Health 

Professionals' Follow-up 研究の参加者の中から、心疾患、癌、糖尿病を有していない 34-59 歳の

85168 名の女性と、40-75 歳の 44548 名の男性。 

Measurement 測定—Investigator documented 12,555 deaths (2,458 cardiovascular, 5,780 

cancer) in women and 8,678 deaths (2,746 cardiovascular, 2,960 cancer) in men. 追跡期間中に

12555 名の女性（心疾患 2458 名、癌 5780 名）と 8678 名の男性（心疾患 2746 名、癌 2960 名）が

死亡した。 

 

Results 結果—The overall low-carbohydrate score was associated with a modest increase in 

overall mortality in pooled analysis (Hazard Ratio, HR, comparing extreme deciles=1.12 (95% 

CI=1.01-1.24, p-trend=0.14). 低炭水化物全体としては、死亡率を 1.12 倍に増加させた。The 

animal low-carbohydrate score was associated with a higher all-cause mortality (pooled HR 

comparing extreme deciles=1.23, 95% CI=1.11-1.37, p-trend=0.05), cardiovascular mortality 

(corresponding HR=1.14, 95% CI=1.01-1.29, p-trend=0.029), and cancer mortality 

(corresponding HR=1.28, 95% CI 1.02-1.60, p for trend = 0.09). 動物性低炭水化物食は、全死

亡率を 1.23 倍、心疾患死亡を 1.14 倍、癌死亡を 1.28 倍増加させた。In contrast, a higher 

vegetable low-carbohydrate score was associated with lower all-cause (HR=0.80, 95% 

CI=0.75-0.85, p-trend<0.001) and cardiovascular mortality (HR=0.77, 95% CI=0.68-0.87, p 
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trend<0.001). 対して、植物性低炭水化物食は、全死亡率を 0.80 倍、心疾患死亡率を 0.77 倍低

下させた。 

Limitations 研究の限界—Diet and lifestyle characteristics were assessed with some degree of 

error, however, sensitivity analyses indicated that results were not unlikely to be substantially 

affected by residual or confounding or an unmeasured confounder. 食事調査や生活習慣調査に

はある程度の誤差が含まれる。しかしながら、感度解析によると、今回の結果は、残留または交絡

または未測定の交絡因子に顕著に影響されている可能性は低い。In addition, participants were 

not a representative sample of the U.S. population. 被験者は米国人としての平均な集団でない

可能性がある。 

 

Conclusion 結論—A low-carbohydrate diet based on animal sources was associated with higher 

all-cause mortality in both men and women, whereas a vegetable-based low-carbohydrate diet 

was associated with lower all-cause and cardiovascular disease mortality rates. 動物性低炭水化

物食は男・女の全死亡率を増加させるが、植物性低炭水化物食は全死亡率および心疾患死亡

率を低下させる。 
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平成 27 年５月 14 日 

Immunohistochemical Analysis of the Effects of Estrogen on Intraarticular Neurogenic 

Inflammation in a Rat Anterior Cruciate Ligament Transection Model of Osteoarthritis 

ラットの前十字靭帯切断処理による変形性関節症モデルにおける関節内の神経性の炎症に及ぼ

すエストロゲンの影響を免疫組織科学的に分析する 

Atsuhiko Yoshida, Tom Morihara, Ken-ichi Matsuda, Hirotaka Sakamoto, Yuji Arai, Yoshikazu 

Kida, Mitsuhiro Kawata, Toshikazu Kubo 

Connective Tissue Research, 2012; 53(3): 197-206 

Synovitis is considered as one of the factors associated with the pathogenesis of osteoarthritis 

(OA). 滑膜炎は、変形性関節炎の病因の一つと考えられている。There is currently a significant 

amount of research linking estrogen deficiencies with the development of OA in 

estrogen-deficient women, including postmenopausal women; however, the exact etiology remains 

unclear. 近年、閉経後の女性で生じるようなエストロゲン不足が変形性関節症の進展と関係があ

ることを報告する研究が増加している。しかしながら、厳密な病因は依然として不明である。

Various neuropeptides, such as substance P (SP) and calcitonin gene-related peptide (CGRP), 

have been shown to contribute to synovitis in OA joints, and the influence of estrogen on the 

expressions of SP and CGRP in the synovium of OA joints has been noted. サブスタンスＰ（SP）

やカルシトニン遺伝子関連ペプチド（CGRP）のような様々な神経ペプチドが変形性関節症を起こ

している関節の滑膜炎を増悪させていることが明らかになっており、また、変形性関節症を起こし

ている関節の滑膜における SP や CGRP の発現にエストロゲンが影響を及ぼしていることも明らかに

なった。After ovariectomy (OVX) followed by estradiol (E2) replacement, 24 female rats were 

divided into three groups: OVX group, OVX + E2 replacement group (E2 group), and a sham 

group. 24 匹の雌ラットを、卵巣切除群（OVX）、卵巣を切除した後にエストラジオールの補充を行う

群（OVX + E2）、そして偽群の３群に分けた。 All rats underwent transection of the anterior 

cruciate ligament at the same time. ３群とも、同時に前十字靭帯の切除術も受けた。After 30 

days, the histological findings of knee joints by hematoxylin-eosin staining and 

immunofluorescence staining of protein gene product 9.5 (pan-neuronal marker), SP, and CGRP 

were compared among experimental groups. 30 日後、ヘマトキシリン - エオシン染色と、タンパク

質遺伝子産物 9.5 の免疫蛍光染色（汎ニューロンマーカー）により膝関節を染色し、３群における

SP と CGRP を比較した。 The degree of synovitis in the OVX group was higher than in the E2 and 

sham groups. E2 群および偽群と比較して、OXV 群の滑膜炎の程度は著しかった。No significant 

differences in the density of protein gene product 9.5-immunoreactive nerve fibers were observed 

among the three experimental groups, but the density of SP- or CGRP-immunoreactive nerve 

fibers in the OVX group was significantly higher than in the E2 and sham groups. タンパク質遺伝

子産物 9.5 免疫反応性神経線維の密度においては、３群間に差は見られなかった。しかし、OVX

群では SP-または CGRP 免疫反応性神経線維の密度は、E2 および偽群よりも有意に高値であっ

た。These findings suggest that estrogen partly regulates intraarticular neurogenic inflammation 

in OA joints by modulating the expressions of neuropeptides in the synovium. これらの結果は、

滑膜における神経ペプチドの発現を調節することによって、変形性関節症を起こしている関節の
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関節内神経性炎症の程度をエストロゲンが左右している可能性を示唆している。 
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平成 27 年５月７日 

Association of the leptin gene with knee osteoarthritis susceptibility in a Han Chinese population: 

a case-control study 

漢中国人におけるレプチンと膝変形性関節症の易発症性の関連: ケースコントロール研究 

Jianghui Qin, Dongquan Shi, Jin Dai, Lunqing Zhu, Aspasia Tsezou and Qing Jiang 

Journal of Human Genetics (2010) 55, 704-706 

Previous studies have suggested that leptin works as a key regulator in the pathogenesis of 

osteoarthritis (OA), and genetic factors modulate OA. 先行研究によると、変形性関節症の病因

としてレプチンが主要な調節因子であり、これを遺伝因子が修飾していると示唆されている。This 

study assessed the contribution of leptin gene {LEP} polymorphism(s) to knee OA among Han 

Chinese. 本研究では、漢中国人におけるレプチン遺伝子の多型が変形性膝関節症に及ぼす影

響を検討することであった。Three tag single-nucleotide polymorphisms (SNPs) covering all those 

LEP SNPs of which the minor allele frequencies were over 10% were selected. レプチン遺伝子に

おける３種類の多型のうち、10％を越える低発生頻度のものを捜査した。Study subjects (697 

patients and 699 controls) were divided into four groups (underweight, normal weight, overweight 

and obese) by body mass index (BMI). 被験者（697 名の患者と、699 名の対照群）を BMI に基づ

いて４つの群（やせ、正常体重、過体重、肥満）に分けた。Allele and genotype frequencies in the 

three tag SNPs were significantly different in the normal weight and overweight groups. 遺伝子

多型の発生率は、正常体重群と過体重群で有意に異なっていた。In the normal weight, 

overweight and obese groups, BMI (P=4.3xl0"5, 0.012 and 0.009, respectively) and gender 

(P=3.5xl0-22, 5.1xlO"23 and 2.1xl0"8, respectively) were effective factors. 正常体重群、過体重

群、肥満群では、BMI と性が有意な因子であった。Age was an independent effective factor in the 

overweight group (P=0.009). 過体重群では、年齢が有意な因子であった。Haplotypes were 

associated with OA in the normal weight group (CAT, P=0.015) and the overweight group (AGC, 

P=0.015). 正常体重群と過体重群とで、はプロタイプが変形性関節症と関連していた。Our 

results suggest an association between LEP and knee OA in the normal weight and overweight 

groups among Han Chinese. これらの結果は、漢中国人の正常体重者と過体重者において、レプ

チンと変形性膝関節症が関係していることを示唆している。 
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平成 27 年４月９日 

Potential for Gross Muscle Hypertrophy in Older Men  

高齢男性における総骨格筋肥大の可能性 

Toshio Moritani, PhD, and Herbert A. deVries, PhD* 

Journal of Gerontology 1980, Vol. 35, No. 5, 672-682 

The time course of strength gain with respect to the contributions of neural factors and 

hypertrophy was studied in five young men and five older men during the course of 8 weeks 

progressive strength training. ８週間の漸増負荷レジスタンストレーニングによる筋力増加に占め

る神経系の適応と筋肥大の貢献を５名の若年男性と５名の高齢男性で比較した。 Young and old 

men showed similar and significant percentage increases in strength. 若年男性と高齢男性の両群

で筋力は有意に増加し、その相対的増加の程度は同様であった。However, the 

neurophysiological adaptations in response to the training were quite different, increases in 

maximal muscle activation (neural factors) played a dominant role throughout the training for old 

subjects, while young subjects showed strength gains due to neural factors only at the initial stage, 

with hypertrophy becoming the dominant factor after some 4 weeks of training. しかしながら、こ

の両群間の、神経生理学的な適応における応答は著しく異なっていた。高齢男性においては、ト

レーニング期間を通して神経的な適応によって骨格筋の最大活動が高まっていき、これが筋力増

加における主な要因であったが、若年者における神経系の適応は初期の段階に限られ、４週以降

は筋肥大が所有な因子であった。Our data suggest that the effect of muscle training in the old 

may entirely rest on the neural factors presumably acting at various levels of the nervous system 

which could result in increasing the maximal muscle activation level in the absence of significant 

hypertrophy. 我々の研究結果は、高齢男性のトレーニングに伴う筋力増加の大部分は、神経系

の様々な部分での要因が変化することによって骨格筋の筋活動が最大化されることによるもので

あり、筋肥大はほとんど生じない可能性が高いことを示唆している。 
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平成 27 年４月２日 

NEURAL FACTORS VERSUS HYPERTROPHY IN THE TIME COURSE OF MUSCLE 

STRENGTH GAIN  

筋力増加過程における神経因子と筋肥大 

TOSHIO MORITANI 森谷敏夫, MA., AND HERBERT A. DEVRIES, Ph.D. 

American Journal of Physical Medicine 1979 Vol. 58, No. 3, 115-130 

SUMMARY 要約 

The time course of strength gain with respect to the contributions of neural factors and 

hypertrophy was studied in seven young males and eight females during the course of an 8 week 

regimen of isotonic strength training.７名の若年男性と、８名の若年男性が８週間のアイソトニック

筋力トレーニングを行った際の、筋力増加の課程における神経因子と筋肥大の貢献度の時間経

過に伴う変化について検討した。The results indicated that neural factors accounted for the 

larger proportion of the initial strength increment and thereafter both neural factors and 

hypertrophy took part in the further increase in strength, with hypertrophy becoming the 

dominant factor after the first 3 to 5 weeks. 結果は、トレーニングの初期の段階では、筋力増加

に占める神経系の要因が大きく、３〜５週を過ぎると筋肥大による筋力増加の割合が主要とするこ

とを示した。 

Our data regarding the untrained contralateral arm flexors provide further support for 

the concept of cross education. It was suggested that the nature of this cross education effect 

may entirely rest on the neural factors presumably acting at various levels of the nervous system 

which could result in increasing the maximal level of muscle activation. 片側の腕の屈曲トレーニ

ングを行ったところ、トレーニングを行わなかった反対側の筋力も増加したので、トレーニングには

交差効果があることが確認された。そして、この交差効果の存在が、トレーニングに伴う筋力増加

に占める神経系の適応の証拠であると見なすことができ、神経系の様々なレベルにおいて骨格筋

を最大限に活動させるように変化する可能性がある。 
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平成27年2月19日〜3月12日 

ACSM Position Stand 2009 アメリカスポーツ医学会 見解表明 2009 

Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults  

健康な成人におけるレジスタンストレーニングの進展モデル 

Med Sci Sports Exer, 2009, 41, 687-708  

この論文は、original studyではなく、学会の「立場（見解）表明」であるため、abstractのみでは十

分に活用できない。そこで、本文に示されているEvidence statement and recommendation（根拠と

推奨）も翻訳することにした。 

【最大筋力を高める場合】 

・	 For progression during RT for novice, intermediate, and advanced individuals, it is 

recommended that CON, ECC, and ISOM muscle actions be included. レジスタンストレーニング

で進歩するためには、初心者、中級者、上級者のいずれも、コンセントリック、エクセントリック、ア

イソメトリックの筋活動をトレーニングに含めることが推奨される。 

・	 It is recommended that novice to intermediate individuals train loads corresponding to 60-70% 

of 1RM for 8-12 repetitions and advanced individuals cycle training loads of 80-100% of 1RM to 

maximize muscular strength. 筋力を最大に高めるためには、初心者と中級者では、1RMの

60-70%の負荷で、8-12回動作を繰り返し、上級者では、1RMの80-100%の間で負荷を循環させ

ることが推奨される。For progression in those individuals training at a specific RM load, it is 

recommended that a2–10% (lower percent for small muscle mass exercises, higher percent 

increase for large muscle mass exercises) increase in load be applied when the individual can 

perform the current workload for one to two repetitions over the desired number on two 

consecutive training sessions. これらの特定の強度を維持するために負荷を徐々に増加させて

いくことになるが、その場合は2-10%ずつ（小筋群では小さな割合で、大筋群では大きな割合で）

増加させることが推奨される。２回のトレーニングで連続して、設定された反復回数を１ないしは２

回上まわることができるようになったら負荷を増加させる。 

・	 It is recommended that one to three sets per exercise be used by novice individuals initially. 

初心者の導入段階では、１から３セットが推奨される。 

・	 For progression into intermediate to advanced status, data from long-term studies indicates 

that multiple sets be used with systematic variation of volume and intensity over time. 複数の

長期的な研究は、中級者から上級者に進むためには、量や強度を様々に組み合わせた複数セ

ットのトレーニングが必要であることを示している。To reduce the risk of overtraining, a dramatic 

increase in volume is not recommended. オーバートレーニングに陥らないようにするためには、

急激に量を増加させることは推奨されない。It is important to point out that not all exercises 

need to be performed with the same number of sets, and that emphasis of higher or lower volume 

is related to the program priorities of the individual as well as the muscle(s) trained in an 

exercise movement. 全ての種目で同じセット数を行わなければならないわけではない。個人差、

筋群差、そしてトレーニングの進行に応じて、量は異なる。 

・	 Unilateral and bilateral single- and multiple-joint exercises should be included in RT with 

emphasis on multiple-joint exercises for maximizing overall muscle strength in novice, 
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intermediate, and advanced individuals. 片腕・片脚の種目と、両腕・両脚の種目も両方行うべき

であり、単関節と複合関節の種目も両方行うべきであるが、初心者であろうが、中級者であろうが、

上級者であろうが、全般的な筋力を高めるために複合関節の種目を重視するべきである。 

・	 For novice to intermediate training, it is recommended that free-weight and machine 

exercises are included. 初心者と中級者では、フリーウエイトのトレーニングと、マシントレーニン

グの両方を行うことが推奨される。For advanced RT, it is recommended that emphasis be placed 

on free-weight exercises with machine exercises used to compliment program needs. 上級者で

は、フリーウエイトの種目を重視し、マシントレーニングは補完的に活用することが推奨される。 

・	 Recommendations for sequencing exercises for novice, intermediate, and advanced strength 

training for total body (all muscle groups trained in the workout), upper/lower body split 

(upper-body musculature trained 1 d and lower body musculature trained another day), and 

muscle group split (individual muscle groups trained during a workout) workouts include large 

muscle group exercises before small muscle group exercises, multiple-joint exercises before 

single-joint exercises, higher-intensity exercises before lower-intensity exercises, or rotation 

of upper and lower body or agonist–antagonist exercises, that is, exercise performed for a 

muscle group followed by an exercise for the opposing muscle group. 種目の順番に関する推奨

は、初心者、中級者、上級者で共通であり、１回のトレーニングで全身を強化する場合も、スプリ

ット法（分割法）として、上半身のみの日と、下半身のみの日を分ける場合も同様である。小筋群

の前に大筋群を行い、単関節種目の前に複合関節種目を行い、低強度種目の前に高強度種

目を行う。また、上半身の種目と下半身の種目を交互に行い、主働筋の種目と拮抗筋の種目を

交互に行う。 

・	 For novice, intermediate, and advanced training, it is recommended that rest periods of at 

least 2–3 min be used for core exercises using heavier loads (those exercises included 

specifically to improve maximal strength such as the squat and bench press). For assistance 

exercises (those exercises complimentary to core exercises), a shorter rest period length of 1–2 

min may suffice. セット間の休憩時間に関する推奨も初心者、中級者、上級者で共通であり、重

量負荷を用いて行う主要な種目（最大筋力の増加を目指すスクワットやベンチプレスなど）にお

いては、少なくとも2-3分は必要である。補助的な種目（主要な種目を補完する種目）において

は、1-2分の短い休憩で十分である。 

・	 For untrained individuals, it is recommended that slow and moderate velocities be used. 初心

者においては、低速（コンセントリックとエクセントリックおのおの5秒）、ないしは中速（コンセントリ

ックとエクセントリックおのおの1-2秒）の動作速度が推奨される。For intermediate training, it is 

recommended that moderate velocity be used for RT. 中級者においては中速が推奨される。

For advanced training, the inclusion of a continuum of velocities from unintentionally slow to 

fast velocities is recommended. 上級者においては、低速から高速の様々な速度で行うことが推

奨される。The velocity selected should correspond to the intensity and the intent should be to 

maximize the velocity of the CON muscle action. 動作速度は強度の応じたものにするべきであ

り、重量負荷を用いると自然に速度は遅くなるが、コンセントリックの際に最大速度で行うように意

識するべきである。 
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・	 It is recommended that novice individuals train the entire body 2–3d/wk. 初心者は週に2/3

日トレーニングすることが推奨される。It appears that progression from untrained to intermediate 

training does not necessitate a change in frequency for training each muscle group but may be 

more dependent upon alterations in other acute variables such as exercise selection, volume, 

and intensity. 中級者であっても同じ骨格筋を強化する種目のトレーニング頻度は変える必要

はないが、種目、量、強度などに変化に応じた頻度にするべきであろう。Increasing frequency 

enables greater specialization (e.g., greater exercise selection and volume per muscle group in 

accordance with more specific goals). 週当たりのトレーニング頻度を増加させることによって、ト

レーニングの特異性を高めることができる。例えば、特定の目的を持って、特定の筋群を強化す

る種目数を増やしたり、量を増やしたりできる。Upper/lower body split or muscle group split 

routines are common at this level in addition to total-body workouts. 中級者においては、全身

の種目に加えて、上半身と下半身を分ける分割法も一般的である。Similar increases in strength 

have been observed between upper/lower- and total-body workouts. 全身法と分割法における

筋力の増加は同様である。It is recommended that for progression to intermediate training, a 

frequency of 3–4d/wk be used (3 d if using a total-body workout, 4 d if using a split routine 

thereby training each major muscle group twice). 中級者においては、週に3-4回のトレーニング

が推奨され、全身法の場合は１日おきの週３回、分割法においてはそれぞれが週に２回の合計

４回となる。Optimal progression of frequency during advanced training varies considerably. 上

級者における適切なトレーニング頻度は、目的次第で大幅に異なる。It has been shown that 

football players training 4–5d/wk achieved better results than those who trained either 3 or 

6d/wk. アメリカンフットボール競技者においては、週に３回と６回に比べて、4-5回の方が優れ

ていることが研究によって示されている。Advanced and elite weightlifters and bodybuilders use 

high-frequency training, for example, four to six sessions per week or more. 上級者のウエイト

リフティングやボディビルディングの競技者は、週に4-6回、時にはもっと瀕回のトレーニングを行

う。Double split routines (two training sessions per day with emphasis on different muscle 

groups) are common during training, which may result in 8–12 training sessions per week. ダブ

ルスプリット法（２重分割法）（１日に２回トレーニングを行い、それぞれで異なった筋群を強化す

る）を採用している場合は、週に8-12回トレーニングを行うことも多い。Frequencies as high as 18 

sessions per week have been reported in elite Olympic weightlifters. オリンピックに出場する一

流のウエイトリフティングの競技者の中には、週に18回もトレーニングする者もいる。The rationale 

for high-frequency training is that frequent short sessions followed by periods of recovery, 

nutrition supplementation, and food intake allow for high-intensity training and performance 

(reduced fatigue). このような瀕回のトレーニングを行う論理的根拠は、短い時間の瀕回のトレー

ニングを行い、休憩時間に栄養補助食品と食事によって回復を図り、高強度のトレーニングと競

技を可能にするというものである。HaÅNkkinen and Kallinen reported greater increases in 

muscle cross-sectional area (CSA) and strength when training volume was divided into two 

sessions per day as opposed to one. HaÅNkkinenとKallinenは、１日に１回トレーニングするよりも、

２回に分ける方が、骨格筋の大断面積と筋力の増加に有利であると報告している。Elite power 

lifters train 4–6d/wk. 一流のパワーリフターは、週に4-6回トレーニングする。It is important to 
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note that not all muscle groups are trained per workout during a high frequency model of 

training. 重要なことは、瀕回にトレーニングする場合は、全身の種目は行わないことである。

Meta-analytical data have shown that training a muscle group two times per week in advanced 

individuals yielded the highest effect size. メタ分析（複数の研究データをまとめて分析）によっ

て、上級者であっても、１つの骨格筋のトレーニングは、週に２回が最も効果的であることを示し

ている。 

【筋量を増加させる場合】 

・	 Similar to strength training, it is recommended that CON, ECC, and ISOM muscle actions be 

included for novice, intermediate, and advanced RT. 筋力を高める場合と同様に、初心者、中

級者、上級者のいずれも、コンセントリック、エクセントリック、アイソメトリックの筋活動をトレーニン

グに含めることが推奨される。 

・	 For novice and intermediate individuals, it is recommended that moderate loading be used 

(70–85% of 1 RM) for 8–12 repetitions per set for one to three sets per exercise. 初心者と中級

者では、各種目で、中等度の負荷（1RMの70–85%）で8-12回動作を繰り返すセットを、1-3セット

行うことが推奨される。For advanced training, it is recommended that a loading range of 70–100% 

of 1 RM be used for 1–12 repetitions per set for three to six sets per exercise in periodized 

manner such that the majority of training is devoted to 6–12 RM and less training devoted to 

1–6 RM loading. 上級者では、強度は1RMの70-100%とし、反復回数は1-12回であり、セット数

は3-6が推奨されるが、分割法が推奨されるため、多くの場合は6-12RM（最大反復回数）で行う

が、一部は1-6RMで行う。 

・	 It is recommended that single- and multiple-joint free-weight and machine exercises be 

included in an RT program in novice, intermediate, and advanced individuals. 初心者であろう

が、中級者であろうが、上級者であろうが、単関節種目と複合関節種目の両方を行い、フリーウ

エイトとマシントレーニングの両方を行うことが推奨される。For exercise sequencing, an order 

similar to strength training is recommended. 種目の順番においては、筋力トレーニングの場合

と同様である。 

・	 It is recommended that 1- to 2-min rest periods be used in novice and intermediate training 

programs. セット間の休憩時間は、初心者と中級者においては、1-2分が推奨される。For 

advanced training, rest period length should correspond to the goals of each exercise or training 

phase such that 2- to 3-min rest periods may be used with heavy loading for core exercises and 

1–2 min may be used for other exercises of moderate to moderately high intensity. 上級者に

おいては、トレーニングの内容によって適切な休憩時間は異なる。主要な重量負荷を用いて行う

種目においては2-3分が適切であり、補助的な中等〜中等高強度で行う種目においては1-2分

が適切であろう。 

・	 It is recommended that slow to moderate velocities be used by novice- and 

intermediate-trained individuals. 初心者と中級者では、低速から中速が推奨される。For 

advanced training, it is recommended that slow, moderate, and fast repetition velocities be used 

depending on the load, the repetition number, and the goals of the particular exercise. 上級者
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においては、負荷、反復回数、そして目的に応じて、低速、中速、高速を使い分けることが推奨

される。 

・	 It is recommended that a frequency of 2–3d/wk be used for novice training (when training the 

total body each workout). 初心者では、週に2-3回トレーニングを行うことが推奨される（全身の

種目を同時におこなう場合）。For intermediate training, the recommendation is similar for 

total-body workouts or 4d/wk when using an upper/lower body split routine (each major muscle 

group trained twice per week). 中級者の場合は、全身の種目を同時におこなう場合は、初心者

の場合と同じ頻度が推奨されるが、上半身のみをトレーニングする日と、下半身のみをトレーニ

ングする日とに分ける分割法を採用する場合は、週に４回トレーニングすることが推奨される（同

じ部位のトレーニングは週に２回になる）。For advanced training, a frequency of 4–6d/wk is 

recommended. Muscle group split routines (one to three muscle groups trained per workout) are 

common enabling higher volume per muscle group. 上級者の場合は、週に4-6回が推奨される。

筋群を分割する分割法（１回のトレーニングで、１から３つの筋群をトレーニングする）が、各筋群

のトレーニング量を増加させることができる方法として一般的である。 

【パワーを高める場合】 

・	 The use of predominately multiple-joint exercises performed with sequencing guidelines 

similar to strength training is recommended for novice, intermediate, and advanced power 

training. 主に腹関節種目を行うが、種目の順番は、初心者、中級者、上級者で、最大筋力を

高めるトレーニングの場合と同様であることが推奨される。 

・	 It is recommended that concurrent to a typical strength training program, a power component 

is incorporated consisting of one to three sets per exercise using light to moderate loading 

(30–60% of 1 RM for upper body exercises, 0–60% of 1 RM for lower body exercises) for three to 

six repetitions. 典型的な筋力トレーニングと同時に、１から３セットの、軽度から中等負荷（上半

身では1 RMの30–60%、下半身では1 RMの0–60%）で、３から６回反復することが推奨される。 

・	 Progression for power enhancement uses various loading strategies in a periodized manner. 

パワーを増強するための全方法としては、ピリオダイゼーション（期分け）の手法を用いて、様々

な展開を行う。Heavy loading (85–100% of 1 RM) is necessary for increasing the force 

component of the power equation, and light to moderate loading (30–60% of 1 RM for upper body 

exercises, 0–60% of 1 RM for lower body exercises) performed at an explosive velocity is 

necessary for increasing fast force production. パワーとは時間あたりに発揮される仕事量のこと

であるから、仕事量を増加させるためには最大筋力を高める必要があり、このためには、高負荷

（1 RM の85–100%）が必要であり、すばやい力発揮の能力を高めるためには軽度から中等負荷

（上半身では1 RM の30–60%、下半身では1 RMの0–60%）で爆発的な速度でトレーニングするこ

とが必要である。A multiple-set (three to six sets) power program be integrated into a strength 

training program consisting of one to six repetitions in periodized manner is recommended.１か

ら６反復回数で、複数セット（３から６セット）行うパワートレーニングプログラムを、期分けの手法を

用いて、筋力トレーニングのプログラムに統合する。 

・	 Rest periods of at least 2–3 min between sets for core exercises are recommended. 主要な種

目では、セット間の休憩は２-３分が推奨される。A shorter rest interval (1–2 min) is 
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recommended for assistance exercises. 補助的な種目におけるセット間の休憩は短く（1–2分）す

ることが推奨される。Power training is typically integrated into a periodized strength training 

program due to the important inherent relationships between the two variables. 両方のトレーニ

ングに重要な関連する要素が含まれるため、パワートレーニングは、期分けした筋力トレーニン

グに統合して行うのが典型的な方法である。 

・	 The recommended frequency for novice power training is similar to strength training (2–3d/wk 

stressing the total body). パワートレーニングの初心者の場合は、筋力トレーニングと同様の頻

度（全身を１回のトレーニングで強化する場合は週に2–3回）が推奨される。 

・	 For intermediate power training, it is recommended that either a total-body or an 

upper/lower body split workout be used for a frequency of 3–4 d/wk. パワートレーニングの中

級者の場合は、１回のトレーニングで全身を強化する場合は週に３回、上肢と下肢に分けて（分

割法で）行う場合は週に４回のトレーニング実施となる。 

・	 For advanced power training, a frequency of 4–5 d/wk is recommended using predominantly 

total-body or upper/lower body split workouts. 上級者で、主に、１回のトレーニングで全身を

強化する場合と、上肢と下肢に分けて行う場合とで、週に4–5回のトレーニング実施が推奨され

る。 

【筋持久力を高める場合】 

・	 It is recommended that unilateral and bilateral multiple- and single-joint exercises be included 

in a program targeting improved LME using various sequencing combinations for novice, 

intermediate, and advanced LME training. 筋持久力を高めることを目的とする場合は、初心者、

中級者、上級者に関わらず、片側および両側、単関節および副関節種目を、様々の順番で組

み合わせて行うことが推奨される。 

・	 For novice and intermediate training, it is recommended that relatively light loads be used 

(10–15 repetitions). 初心者と中級者では、比較的軽負荷（10–15反復回数）が推奨される。 

・	 For advanced training, it is recommended that various loading strategies be used for multiple 

sets per exercise (10–25 repetitions or more) in periodized manner leading to higher overall 

volume using lighter intensities. 上級者では、期分けによって、様々な負荷方法を用いて、複

数セット（10-25ないしはそれ以上の反復回数）で、低強度でよいから、多量のトレーニングを行う

ことが推奨される。 

・	 It is recommended that short rest periods be used for LME training, for example, 1–2 min for 

high-repetition sets (15–20 repetitions or more), G1 min for moderate (10–15 repetitions) sets. 

筋持久力トレーニングでは、セット間の休憩は短くする。例えば、高反復回数の場合（15-20回

以上の反復回数）は1-2分、中等回数の場合（10-15反復回数）の場合は１分未満とする。For 

circuit weight training, it is recommended that rest periods correspond to the time needed to 

get from one exercise station to another. サーキット方式で行う場合は、種目間の休憩はステー

ション間の移動に必要な時間のみとする。 

・	 Low frequency (2–3 d/wk) is effective in novice individuals when training the entire body. 初

心者で、１回に全身の種目を行う場合は、低頻度（週に2-3回）で効果を得ることができる。 
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・	 For intermediate training, 3 d/wk is recommended for total-body workouts and 4 d/wk is 

recommended for upper/lower body split routine workouts. 中級者の場合は、１回に全身の種

目を行う場合は週に３回、上半身と下半身を分けて（分割法で）行う場合は週に４回が推奨され

る。 

・	 For advanced training, a higher frequency may be used (4–6 d/wk) if muscle group split 

routines are used. 上級者では、週に4-6回の頻度で行うであろう。 

・	 It is recommended that intentionally slow velocities be used when a moderate number of 

repetitions (10–15) are used. 中等（10-15）の反復回数で行う場合は、意図的に低速で動作を

行うことが推奨される。Moderate to fast velocities are more effective for increasing repetition 

number than slow-velocity training.  低速でのトレーニングよりも反復回数を増やしたい場合は、

中等から高速で行う方がより効果的である。If performing a large number of repetitions (15–25 or 

more), then moderate to faster velocities are recommended. 反復回数が多い（15-25回）場合

は、中等から高速で行うことが推奨される。 

【スポーツへの応用】 

・	 It is recommended that multiple-joint exercises be performed using a combination of heavy 

and light to moderate loading (using fast repetition velocity), with moderate to high volume in 

periodized fashion 4–6 d/wk for maximal progression in vertical jumping ability. ジャンプ力を

最高に高めるために行う場合は、副関節種目を用い、負荷は高ないしは軽から中等度とし、動

作速度は高速で、期分けにより週に4-6回の頻度で、中から多量のトレーニングを行うように漸増

することが推奨される。The inclusion of plyometric training (explosive form of exercise involving 

various jumps) in combination with RT is recommended. レジスタンストレーニングに、プライオメ

トリックトレーニングを組み合わせることが推奨される。 

・	 It is recommended that the combination of resistance and ballistic resistance exercise (along 

with sprint and plyometric training) be included for progression in sprinting ability. 疾走速度を

高めるためには、レジスタンストレーニングにバリスティックトレーニング（走運動とプライオメトリッ

クトレーニングを並行して行うこと）が推奨される。 

【健康な高齢者におけるレジスタンストレーニングの漸増モデル】 

・	 For improvements in strength and hypertrophy in older adults, the use of free-weight and 

machine multiple- and single-joint exercises with slow to moderate lifting velocity for one to 

three sets per exercise with 60–80% of 1 RM for 8–12 repetitions with 1–3 min of rest in between 

sets for 2–3 d/wk is recommended. 高齢者の筋力を高め、筋量を増加させるためには、フリーウ

エイトとマシンを用い、副関節と単関節の種目を、低から中等の動作速度で、１から３セットを、最

大挙上負荷（1RM）の60-80%の負荷で、8-12回の反復回数で、セット間に1-3分の休憩を入れな

がら、週に2-3回の頻度でトレーニングする。 

・	 Increasing power in healthy older adults include 1) training to improve muscular strength and 

2) the performance of both single- and multiple-joint exercises for one tot three sets per 

exercise using light to moderate loading (30–60% of 1 RM) for 6–10 repetitions with high 

repetition velocity. 健康な高齢者のパワーを高めるためには、1)筋力を高め、2)単関節と副関
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節種目を、軽から中等負荷（1RMの30-60%）で、6-10回動作を高速に反復するトレーニングを、

１から３セット行う。 
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平成27年2月12日 

ACSM Position Stand 2009アメリカスポーツ医学会 見解表明 2009 

Progression Models in Resistance Training for Healthy Adults  

健康な成人におけるレジスタンストレーニングの進展モデル 

Med Sci Sports Exer, 2009, 41, 687-708  

In order to stimulate further adaptation toward specific training goals, progressive resistance 

training (RT) protocols are necessary.目的を持ったレジスタンストレーニングにおいて、その目的

をさらに達成するためには、レジスタンストレーニングの方法を進展させる必要がある。 The 

optimal characteristics of strength-specific programs include the use of concentric (CON), 

eccentric (ECC), and isometric muscle actions and the performance of bilateral and unilateral 

single- and multiple-joint exercises.筋力を高めることを特異的に目指すための適切なプログラム

においては、コンセントリック、エクセントリック、そしてアイソトニックの筋活動が含まれ、また、両側

および片側の、そして単関節筋および複合関節のエクササイズを含んでいる必要がある。 In 

addition, it is recommended that strength programs sequence exercises to optimize the 

preservation of exercise intensity (large before small muscle group exercises, multiple-joint 

exercises before single-joint exercises, and higher-intensity before lower-intensity exercises).さ

らに、適切な強度を維持するために、種目の順番を適切化する必要がある（小筋の前に大筋、単

関節筋種目の前に複合関節種目、低強度種目の前に高強度種目） For novice (untrained 

individuals with no RT experience or who have not trained for several years) training, it is 

recommended that loads correspond to a repetition range of an 8–12 repetition maximum (RM).

初心者（レジスタンストレーニングの経験がない者、ないしは数年以上トレーニングを行っていない

者）の場合は、８〜12RMが推奨される。 For intermediate (individuals with approximately 6 

months of consistent RT experience) to advanced (individuals with years of RT experience) 

training, it is recommended that individuals use a wider loading range from 1 to 12 RM in a 

periodized fashion with eventual emphasis on heavy loading (1–6 RM) using 3- to 5-min rest 

periods between sets performed at a moderate contraction velocity (1–2 s CON; 1–2 s ECC).中

級者（６ヶ月以上レジスタンストレーニングを継続している者）や上級者（数年以上レジスタンストレ

ーニングを継続している者）では、１〜12RMの今日での範囲内でピリオダイゼーション（期分け）を

行い、特に１〜６RMの強度で、セット間に３〜５分の休憩を入れ、中程度の動作速度（１〜２秒でコ

ンセントリック、１〜２秒でエクセントリック）での実施を強調する。When training at a specific RM 

load, it is recommended that 2–10% increase in load be applied when the individual can perform 

the current workload for one to two repetitions over the desired number. 特定のRMでトレーニン

グを行う際には、設定した反復回数を１〜２回多く実施することができるようになったら、負荷を２〜

10％増加させることが推奨される。The recommendation for training frequency is 2–3 d/wk for 

novice training, 3–4 d/wk for intermediate training, and 4–5 d/wk for advanced training. 週当た

りのトレーニング頻度は、初心者では２〜３回、中級者では３〜４回、上級者では４〜５回を推奨す

る。Similar program designs are recommended for hypertrophy training with respect to exercise 

selection and frequency.筋肥大を目指す場合も、筋力を高める場合と同様の実施方法を推奨す

る。 For loading, it is recommended that loads corresponding to 1–12 RM be used in periodized 
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fashion with emphasis on the 6–12 RM zone using 1- to 2-min rest periods between sets at a 

moderate velocity.強度として１〜12RMを推奨することに変わりがないが、期分けとしては、６〜

12RMを強調し、セット間の休憩は１〜２分とし、中程度の速度で行う。 Higher volume, 

multiple-set programs are recommended for maximizing hypertrophy.筋肥大を最大化させるため

には、セット数を増やすことによってトレーニング量を増加させることが推奨される。 Progression in 

power training entails two general loading strategies: パワートレーニングを進展させる場合は、２

つの観点で強度を漸増させることになる。 1) strength training and 2) use of light loads (0–60% of 

1 RM for lower body exercises; 30–60% of 1 RM for upper body exercises) performed at a fast 

contraction velocity with 3–5 min of rest between sets for multiple sets per exercise (three to five 

sets).その１つは筋力トレーニングであり、もう一つは、軽い負荷（下肢では０〜60％1RM、上肢で

は30〜60％1RM）で 、速い速度で、セット間に３〜５分の休憩を入れて、複数セット行う。It is also 

recommended that emphasis be placed on multiple-joint exercises especially those involving the 

total body.全身運動を含めた、複関節運動の種目を強調することが推奨される。 For local 

muscular endurance training, it is recommended that light to moderate loads (40–60% of 1 RM) be 

performed for high repetitions (>15) using short rest periods (<90 s).筋持久力のトレーニングの場

合は、軽から中等度（40–60%1RM）の強度で、反復回数は多め（15回以上）で、セット間の休憩は

短め（90秒未満）で行う。 
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平成27年１月22日 

Development of a single-stage submaximal treadmill walking test. 

単段階最大下トレッドミル歩行テストの開発  

EBBELING, C. B., A. WARD, E. M. PULEO, J. WIDRICK, and J. M. RIPPE. Med. Sci. Sports 

Exerc., Vol. 23, No. 8, pp. 966-973, 1991.  

An equation was developed to estimate maximal oxygen uptake (VO2max. ml·kg-1.min-1) based 

on a single submaximal stage of a treadmill walking test. 単段階の最大下のトレッドミル歩行テスト

から最大酸素摂取量を推定する計算式を開発した。 Subjects (67 males, 72 females) aged 20-59 

yr completed 4-min stages at 0, 5, and 10% grades walking at a constant speed (2.0-4.5 mph) and 

then performed a VO2max test. 20 から 59 歳の被験者（67 名の男性と 72 名の女性）が 0、5、10％

の傾斜で４分間ずつ、一定の速度（3.2 から 7.2km/時）で歩行し、その後に最大酸素摂取量の測

定を受けた。Heart rate and respiratory gas exchange variables were measured during the test.テ

ストの最中に心拍数と呼気ガス分析を行った。 Multiple regression analysis (N = 117) to estimate 

VO2max from the 4-min stage at 5% grade yielded the following model (R2 = 0.86; SEE = 4.85 

ml·kg-1·min-1): VO2max = 15.1 + 21.8*SPEED (mph) - 0.327*HEART RATE (bpm) - 

0.263*SPEED*AGE (yr) +0.00504*HEART RATE*AGE+ 5.98*GENDER (0 =Female; 1 =Male). 

5％傾斜で歩行した際の酸素摂取量、心拍数、速度、年齢、性別を元に、実測した最大酸素摂取

量との重回帰分析を行った。The constant and all coefficients were highly significant (P < 0.01).

定数や係数の全ては統計的に強く有意であった。 To assess the accuracy of the model in a 

cross-validation group (N = 22), an estimated VO2max value was obtained using the above model. 

得られた計算式の精度を確認するために、クロス検証グループ（22 名）の最大酸素摂取量の推定

値と実測との相関係数を計算したところ、R2 = 0.92 であった。Estimated VO2max then was 

regressed on observed VO2max yielding the following equation (R2 = 0.92): ESTIMATED 

VO2max = 0.15 + 1.03*OBSERVED VO2max. The intercept and slope of this equation were not 

significantly different from 0 and 1, respectively.回帰式における原点は０、傾斜は１との間に有意

な差はなかった。 For 90.9% of the subjects in the crossvalidation group, residual scores were 

within the range of ± 5 ml·kg-1·min-1. クロス検証グループの 90.0%の被験者における推定値と

実測値との差は± 5 ml·kg-1·min-1 であった。 In conclusion, this submaximal walking test based 

on a single stage of a treadmill protocol provides a valid and time-efficient method for estimating 

VO2max. 結論として、本単段階最大下トレッドミル歩行テストは最大酸素摂取量を推定するうえ

で有用であり、時間の節約にもなると言える。キーワード VO2max ESTIMATION 最大酸素摂取量

の推定, INDIVIDUALIZED WALKING SPEED 個別の歩行速度, AEROBIC POWER 有酸素性パ

ワー, SUBMAXIMAL EXERCISE TEST 最大過負荷テスト 
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平成 27 年１月 22 日 

Nonlinear periodization maximizes strength gains in split resistance training routines.  

スプリットレジスタンストレーニングルーチンにおける非直線的なピリオダイゼーション（期分け）によ

る最大筋力の増加 

Monteiro, AG, Aoki, MS, Evangelista, AL, Alveno, DA, Monteiro, GA, Picxarro, IDC, and 

Ugrinowitsch, C. J Strength Cond Res 23(4): 1321–1326, 2009 

The purpose of our study was to compare strength gains after 12 weeks of nonperiodized (NP), 

linear periodized (LP), and nonlinear periodized (NLP) resistance training models using split 

training routines. 12 週間のスプリットレジスタンストレーニングルーチンにおける非直線的なピリオ

ダイゼーション（NLP）と直線的なピリオダイゼーション（LP）による筋力の増加を比較した。

Twenty-seven strength-trained men were recruited and randomly assigned to one of 3 balanced 

groups: NP, LP, and NLP. 筋力トレーニングに慣れている 27 名の男性を、無作為にビリオダイゼ

ーションを行わない NP、および LP と NLP に分けた。 Strength gains in the leg press and in the 

bench press exercises were assessed.レッグプレスベンチプレスにおける最大挙上負荷を測定した。 

There were no differences between the training groups in the exercise pre-tests (p>0.05) (i.e., 

bench press and leg press). 研究開始前の３群間の測定値に有意な差はなかった。 The NLP 

group was the only group to significantly increase maximum strength in the bench press 

throughout the 12-week training period.12 週間のトレーニングの結果、NLP のみでベンチプレス

の最大挙上負荷が増加した。 In this group, upperbody strength increased significantly from 

pre-training to 4 weeks (p<0.0001), from 4 to 8 weeks (p = 0.004), and from 8 weeks to the 

post-training (p<0.02). NLP では、研究開始前の値と比較して４週目、４週目と比較して８週目、そ

して８週目と比較して終了時の各時期に、上半身の筋力が有意に増加した。 The NLP group also 

exhibited an increase in leg press 1 repetition maximum at each time point (pre-training to 4 

weeks, 4–8 week, and 8 weeks to post-training, p<0.0001).また、NLP では、レッグプレスにおける

最大挙上負荷も、ベンチプレスにおける物と同様に、増加した。 The LP group demonstrated 

strength increases only after the eight training week (p = 0.02). LP においては、研究開始前の値

と比較して、８週目の値のみが有意に増加した。 There were no further strength increases from 

the 8-week to the post-training test.これ以降は、更なる増加は示さなかった。 The NP group 

showed no strength increments after the 12-week training period. NP では、12 週間の間、筋力は

増加しなかった。 No differences were observed in the anthropometric profiles among the training 

models.いずれの群でも、被験者の体格は変化しなかった。 In summary, our data suggest that 

NLP was more effective in increasing both upper- and lowerbody strength for trained subjects 

using split routines.結果として、スプリットルーテーンにおける NLP は、上半身と下半身の筋力を

増加させるうえで、より効果的であると言える。 KEY WORDS キーワード leg press レッグプレス, 

bench press ベンチプレス, resistance exercise レジスタンストレーニング 
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平成 27 年１月８日 

Live vs. digital video disk exercise in college-aged females.  

女子大学生におけるパーソナルトレーニングと DVD を使用したエクササイズ  

Killen, LG, Barry, VW, Cooper, C, and Coons, JM.  J Strength Cond Res 28(12): 3393–3398, 

2014 

Although exercise digital video disk (DVD) sales have substantially increased over the past 

decade, little is known on the effectiveness of personal training vs. DVD exercises. ここ 10 年の

間にエクササイズ DVD の売り上げは実質的に増加したが、パーソナルトレーニングと比較した

DVD を使用したエクササイズの効果についてはほとんど分かっていない。The purpose of this 

study was to compare energy expenditures and heart rates of live and DVD vigorously intense 

exercise sessions. 本研究の目的は、パーソナルトレーニングと DVD トレーニングにおける高強度

トレーニングにおける消費エネルギーと心拍数を比較することである。Twenty active and 

low-to-moderate fit, college-aged females completed 2 identical exercise sessions. 20 名の、低か

ら中程度の体力を有する、女子大学生が同じないようにエクササイズプログラムを２回実施した。

Each exercise session consisted of 6 exercises それぞれのプログラムは６種類のエクササイズで構

成されていた。; 1 session was completed with a personal trainer and the other with a DVD. １回

のプログラムはパーソナルトレーナーの指導の下に行われ、もう１回のプログラムは DVD をみなが

ら実施された。A portable metabolic analyzer was used to measure oxygen consumption and 

record heart rate. ポータブルの代謝測定装置を用いて、酸素消費量と心拍数の測定を行った。

Both energy expenditure (p < 0.001) and heart rate (p = 0.001) were significantly higher during 

the live exercise session as compared with the DVD exercise session. 消費エネルギーも心拍数

も、DVD と比較してパーソナルトレーニングの方が有意に高かった。Rate of perceived exertion 

was significantly higher for the live exercise session compared with the DVD exercise session (p = 

0.045). 主観的運動強度も、DVD と比較してパーソナルトレーニングの方が有意に高かった。

Finally, the majority (89%) of the participants reported that they preferred the live exercise 

session over the DVD exercise session.  プログラム終了後、大多数の被検者が、DVD よりもパー

ソナルトレーニングの方が好ましいと報告した。The results suggest that low-to-moderately fit 

college-aged females not only prefer exercise sessions with a personal trainer but will also 

demonstrate higher energy expenditures and heart rates. これらの結果、低から中程度の体力を

有する女子大学生にとって、パーソナルトレーニングの方が好まれ、かつ、消費エネルギーも多く、

心拍数も高くなると考えられた。  KEY WORDSキーワード personal trainerパーソナルトレーナー, 

video-guided workout ビデオエクササイズ  
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平成 27 年１月８日 

Inflammatory markers and adipocytokine responses to exercise training and detraining in men who 

are obese.  

トレーニングとＤトレーニングに伴う炎症マーカーとアディポサイトカインの応答 

Nikseresht, M, Sadeghifard, N, Agha-Alinejad, H, and Ebrahim, K. J  

Strength Cond Res 28(12): 3399–3410, 2014 

The purpose of this study was to compare the effects of nonlinear resistance training (NRT) and 

aerobic interval training (AIT), and detraining on selected inflammatory markers in men who are 

middle aged and obese. 本研究の目的は、中年肥満者における非線形レジスタンストレーニング

（NRT）と有酸素性のインターバルトレーニング（AIT）およびトレーニング中止が炎症マーカーに及

ぼす影響を検討することである。Subjects first were matched by aerobic capacity, age, and 

percentage body fat and then randomly assigned to NRT (n = 12), AIT (n = 10) and, control (CON, 

n = 11) groups.有酸素性の能力、年齢、体脂肪率によってペアリングした被験者を、無作為に

NRT 群（12 名）、AIT 群（10 名）、そして対照群（11 名）に振り分けた。 The experimental groups 

performed 3 weekly sessions for 12 weeks followed by a 4- week detraining period. ２つの実験群

は、週に３回の頻度で 12 週間トレーニングを行い、その後４週間トレーニングを中断した。

Nonlinear resistance training consisted of 40–65 minutes of weight training with flexible 

periodization. NRT は１回 40-65 分のウエイトトレーニングであり、負荷はピリオダイゼーション（期

分け）によって柔軟に変動させた。Aerobic interval training consisted of running on a treadmill (4 

3 4 minutes at 80–90% maximal heart rate, with 3-minute recovery intervals). AIT では最大心拍

数の 80-90％の強度で４分、３分、４分間トレッドミル走行を行い、各セット間に３分間の休憩をはさ

んだ。Compared with CON, serum levels of interleukin 6 (IL- 6), C-reactive protein (CRP), and 

tumor necrosis factor alpha (TNF-a) did not significantly change after training, 対照群との比較

において、C 反応性タンパクと腫瘍壊死因子αは有意な変化を示さなかった。しかし、but 

adiponectin (ADPN) increased significantly only with AIT (5.09 6 2.29 vs. 4.36 6 0.84 mg$ml21). 

AIT においてのみアディポネクチンが有意に増加した。No significant changes in CRP and TNF-a 

occurred in both training groups after detraining, 両方のトレーニング群で、トレーニングの中断に

よっても C 反応性タンパクと腫瘍壊死因子αは有意な変化を示さなかった。しかし but ADPN 

(NRT: 3.6 6 1.2 and AIT: 3.4 6 1.7 vs. CON: 4.7 6 1.2 mg$ml21) and IL-6 (NRT: 5.8 6 3.3 and 

AIT: 5.5 6 2.9 vs. CON: 2.3 6 1.2 pg$ml21) worsened significantly. アディポネクチンと IL-6 は有

意に悪化した。Both the AIT and NRT were equally effective at reducing soluble intercellular cell 

adhesion molecule 1 (NRT: 187.2 6 117.5 and AIT: 215.2 6 142.4 vs. CON: 416.2 6 205.9 

ng$ml21) and insulin (NRT: 4.0 6 1.0 and AIT: 4.8 6 2.7 vs. CON: 7.4 6 3.0 mU$ml21) levels, AIT

と NRT は可溶性細胞間細胞接着分子 1 とインスリンを同等に減少させた。しかし but these 

variables returned to the pretraining levels after detraining. これらは、トレーニング中止によりトレ

ーニング前に値に戻った。The practical applications are that both the AIT and NRT and 

detraining had similar effects on most inflammatory markers in men who are obese, 今回の結果

は、AIT と NRT は供に主な炎症マーカーを減少させるが but the AIT seems to have better 

anti-inflammatory effects (as indicated by ADPN) compared with NRT.アディポネクチンのように
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AIT の方が優れた抗炎症効果を発揮することを示唆している。 KEY WORDS キーワード

nonlinear resistance training 非線形レジスタンストレーニング, aerobic interval training 有酸素性

インターバルトレーニング, inflammation 炎症, cytokine サイトカイン, obesity 肥満  


