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健康運動としての高強度運動
勝川史憲

１．運動強度の定義

はじめに

まず、はじめに持久運動における運動強度の定

アメリカスポーツ医学会／アメリカ心臓協会

義を確認しておく。運動強度には相対的および絶

は、
「成人の一般的な健康目的の身体活動の指針」
（2007）において、「健康目的の身体活動は、中強

対的尺度があり、前者はさらに %max（ゼロと最

度 30 分週 5 日以上、または高強度 20 分週 3 日以

大値の間の百分率）と %reserve（% 予備能；安

上、あるいは両者を混ぜて行って良い」としてい

静時の値と最大値の百分率）の 2 通りで定義され

る。同じエネルギー消費量であれば、運動強度と

る。体力レベルの低い者では %max と %reserve

運動時間は変換可能であるとするパラダイムを、

のズレが大きくなり、近年は後者の使用が推奨さ

この指針は明確に示している。

れている。定義上、両者にはズレがあるが、従来

1）

たしかに、健康運動、とりわけ代謝疾患の改善

は低、中、高強度の運動を、いずれも酸素摂取

効果を最も規定する因子はエネルギー消費量であ

量（VO2）でそれぞれ 20 〜 39、40 〜 59、60 〜

り、これは運動強度×運動時間に依存する。ただ

85％のレベルと定義していた。

し、低強度の身体活動の有効性のエビデンスは不

の身体活動指針  では、%reserve で 30 〜 39、40

足しているので、中等度〜高強度（中等度に近い

〜 59、60 〜 90％をそれぞれ低、中、高強度とし、

レベル）の範囲で運動強度と運動時間は一般に相

これに相当する %max は体力レベル別に定義さ

補的な意義を持つと言える（中等度でも運動時間

れている。

3）,4）

しかし、近年

5）

を増やせば有効）。

一方、絶対的尺度では、中および高強度をそ

中高年者の運動中の心筋梗塞の発症やそれによ

れぞれ 3 〜 6、>6 METs と定義することが多い。
5）

る突然死は、体力レベルの低い者が高強度の運動

ただし、個人の体力レベルにより METs 数が同

を急に始めた場合に起こりやすく、運動習慣のな

じでも相対強度は異なるので、年齢による目安が

い者では、当初は安全性の観点から、高強度の運

挙げられている。

2）

5）

動は推奨できない。しかし、若年者では高強度の
2．体重コントロールへの効果

運動を安全に行えることが多いし、中高年者でも、
中等度の強度のあいだに間欠的に高強度の運動を

1）グロス vs. ネットのエネルギー消費

行うことは比較的容易で、運動に慣れてきた者で
は高強度の運動は可能なオプションとなる。

運動強度とエネルギー出納の関係で問題となる

本稿では、肥満や代謝疾患について、中等度

のは、グロス（gross）とネット（net）のエネル

vs. 高強度の運動の効果を比較したエビデンスを

ギー消費量の区別である。運動のエネルギー消費

概観し、健康運動における高強度運動の有用性に

量は、通常、安静時代謝を含むグロスの値で表さ

ついて検討する。

れる。しかし、運動しなくても安静時代謝の分は
消費されるので、エネルギー出納に影響するの
は、グロスから安静時代謝を差し引いたネットの
エネルギー消費量ということになる。グロスのエ
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ネルギー消費量が等しい場合、たとえば、時速 4

ただし、腹部脂肪の変化をみると（運動強度で

キロの歩行（3METs）× 60 分と時速 8.3 キロの

内臓脂肪面積の変化に差はないとする研究    も

ジョギング（9METs）× 20 分は、ネットのエネ

あるが）高強度の運動が内臓脂肪  ・腹部皮下脂

ルギー消費はそれぞれ（3 − 1）× 1（MET・時）

肪面積、腹部脂肪量（DXA） の減少に有利とす

＝ 2.1 kcal/kg、
（9 − 1）× 0.33（MET・時）＝ 2.8

る成績があるのが注目される。運動療法の介入試

kcal/kg となる。エネルギー出納に及ぼすインパ

験のメタアナリシスは、運動強度が高いほど内臓

クトは高強度の方が大きい計算で、高強度の運動

脂肪の動員が多くなる傾向を指摘しており、前向

が減量には有利と考えられる。

きコホート研究でも、腹囲の変化が、中等度、余

13）
,16）

17）

11）

18）

19）

しかし実際に、異なる 2 つの運動強度でグロ

暇時間、歩行の活動量とは関連せず、高強度の身

ス の エ ネ ル ギ ー 消 費 量 を 揃 え た 介 入 試 験（ 高

体活動やスポーツ活動と負の関連を示すとする報

い強度で運動時間が短い）では、運動強度で体

告

重、体脂肪量、除脂肪体重の変化に差を認めな

化などを介してエネルギー出納バランスに敏感な

い。    高強度のインターバルトレーニング（85

腹部脂肪組織の減少・増加予防に寄与する可能性

〜 95%HRmax × 4 分、50 〜 60%HRmax × 3 分

があり、今後の検討課題である。

6）〜14）

がある。高強度の運動は、交感神経の活性

20）,21）

の 繰 り 返 し ） と 中 等 度（60 〜 70%HRmax） の
持久運動でエネルギー消費量を揃えた介入試験  

２）運動強度とエネルギー基質の利用

15）

も、前者で血管内皮機能の改善を認めるなどの差

運動強度が増すにつれ、エネルギー消費量は増

があるものの、体組成の変化の差は指摘されてい

加するがエネルギーの脂肪への依存比率は低下す

ない。

る。したがって、脂肪消費の絶対量（＝エネルギー

その理由として、

消費量×脂肪の利用比率）が最大となる点が途中
に存在することとなる。この運動強度で運動する

1）い くつかの研究

   では、相対的運動強度

ことが減量に最も有利であるとする意見がある。

と運動時間を群ごとに一定にコントロール

実際に、早朝空腹時に自転車エルゴメータによ

している（各群のエネルギー消費量が平均

る 1 ステージ 3 分の多段階運動負荷試験を行い、

として等しい）。このため、各被験者の体

各ステージの脂肪消費量を求めると、身体が大き

力レベルの差にもとづくエネルギー消費量

く運動耐容能の高い（最大酸素摂取量；VO2max

の個人間のバラつきが、誤差要因となった

＝〜 60 ml/kg/ 分）者で脂肪利用が最大となる

可能性がある。

ポイントは、65%VO2max 程度となる。しかし、

1）,12）,15）

22）

2）処 方された運動量が週700〜1250 kcal程度

運動習慣のない者で脂肪利用が最大となるポイ

と少ないものが多い（食事療法を併用した

ン ト は 30 〜 35%VO2max（ ＝ 25%VO2reserve;

Jakicicらの成績

を除く）。このため、得ら

VO2R）の低強度となる（佐々木ほか、自験の成

れた体重減少が小さく、運動強度による差が

績）。一定時間、運動する場合に、低強度が最も

検出できなかった可能性がある。また、食事

減量に有利というのは、経験的には納得し難い。

14）

療法（低エネルギー食）を併用した検討

12）〜14）

そこで、実際に運動療法を行う状況を模して、

では、運動より食事療法のエネルギー出納に

食後 1 時間から 60 分間、3 つの異なる強度（25%、

対するインパクトが大きかった。

50%、70%VO2）で運動し、運動中〜運動後 3 時

3）被験者のpeak VO2がいずれも20.3〜32.5 ml/kg/

間 の 脂 肪 利 用 を 比 較 し た（ 前 述 の 自 験 成 績 ）。

分程度と低く、処方された2つの強度間のネッ

25%VO2R は上記の多段階負荷試験で脂肪利用が

トのエネルギー消費量の差が小さかった。

最大となる強度、50%VO2R は通常の運動処方の
強度、70%VO2R は運動習慣のない被験者が１時

などの要因が考えられる。

間運動可能な最大強度である。
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結果は、運動開始後 20 分間の脂肪利用は 25%

ため、高強度の運動は短時間で終了し、運動継続

＞ 50% ＞ 70%VO2R の 傾 向 で、25%VO2R で は、

による脂肪消費の増加が十分得られていない。し

その後も運動中の脂肪利用が一定のまま推移し

たがって、運動時間を揃えた場合には、異なる所

た。一方、50%、70%VO2R では、運動継続とと

見が得られる可能性がある。実際の状況では、運

もに脂肪利用が増加し、増加の程度は 70%VO2R

動に割ける時間の制約がまずあり、強度が低いか

が大きかった。こうして運動中 60 分間でみると

らといって長時間運動することが難しい。運動時

25% ＜ 50% ＜ 70%VO2R と脂肪利用が増え、強

間が一定の検討が、臨床上は意味があるのではな

度で脂肪利用の増加に有意なトレンドを認めた。

いかと筆者はひとまず考えている。
さらには、トレーニングを重ねることで運動

運動終了時の血中カテコラミン、グリセロール、
遊離脂肪酸も強度により増加する有意なトレンド

中の脂肪利用が変化するという報告   もあり、判

を認め、高強度の運動では、運動継続とともに交

断はより複雑となる。この成績   では、等エネ

感神経が活性化されて lipolysis が進み、脂肪利

ルギーの設定で介入前の運動中の脂肪利用は高

用が増加したものと推察された。

強 度（70%VO2max） の 方 が 多 か っ た が、12 週

9）

9）

運動後は、時間経過とともにカテコラミンは低

間のトレーニング後は、低強度（40%VO2max）

下する。しかし、脂肪利用はすべての運動強度

運 動 群 で 運 動 中 の 脂 肪 消 費 が 増 加 し、 高 強 度

で、運動後 1 時間目から 3 時間目にかけて次第に

（70%VO2max）と同等のレベルになったという。

増加し、しかも強度が高いほど増加の程度は顕

以上のように、運動中〜運動後のエネルギー基

著であった。運動後 3 時間の脂肪利用もやはり

質の利用には、運動強度、運動時間（１回の消費

25% ＜ 50% ＜ 70%VO2R の有意なトレンドを認

エネルギー）
、トレーニング状態、およびその変化

めた。運動中には脂肪の 4 倍の糖質が利用されて

が影響し、単純に多段階負荷試験で脂肪利用が最

おり（食後の運動のため糖質の利用が多い）、高

大となる強度が減量に有利、とは決して言えない

強度の運動ほど糖質が利用されて運動後は不足す

ことになる。もっとも、脂肪出納のアンバランス

るため、運動後の脂肪利用が増加したものと推察

は最終的にエネルギー出納のアンバランスに一致

された。

する ことを考慮すると、運動強度によらずネッ
25）

以上をまとめると、運動開始直後は多段階負荷

トのエネルギー消費を最大とすることが、エネル

試験の脂肪利用の結果を反映するが、運動継続と

ギー出納および基質利用の面から見て最も減量に

ともに高強度の運動では脂肪利用が増加し、運動

有効ということは言えるのではないかと思う。

後は運動中の糖質利用を反映して脂肪利用が増加
３）運動と NEAT

することとなる。食後に一定時間運動する状況で
は、各人が可能な最大強度で運動することが、エ

運 動 以 外 の 身 体 活 動（non-exercise activity

ネルギー消費も脂肪利用も最大にする可能性が示

thermogenesis; NEAT）は、飢餓状態 、  過食

唆された。

でそれぞれ減少または増加してエネルギー出納の

26）,27）

28）

一方、代謝チェンバー内で、異なる強度で等

アンバランスを調整する働きがある。NEAT は

エ ネ ル ギ ー の 運 動 を 行 っ た 検 討 で は、24 時 間

生活活動と、fidgeting や姿勢保持、筋トーヌス

の基質利用は運動強度による差を認めていな

の維持に関わる非自発的な活動（non-volitional

い 。 中・高強度を 2.5 分ごとに繰り返す間欠的

activity） に 分 け ら れ る。 代 謝 チ ェ ン バ ー 内 の

運動（HIIEx）と低強度の持久的運動（LEx）を

非 自 発 的 な 身 体 活 動（spontaneous physical

比較した検討

では、運動中の呼吸商（RQ）は

activity）は、前向き研究で体重増加に抑制的に

HIIEx ＞ LEx、運動後は HIIEx ＜ LEx の関係に

働くことが指摘されており、体重コントロールに

あり、
24 時間では RQ に差を認めなかったという。

関わる metabolic な代償反応の一端を担っている

これらの検討は等エネルギーの条件で行っている

と考えられる。

23）,24）

24）

29）

30）
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運 動 を 行 う こ と に よ る NEAT の 変 化 に つ い
ては、若年者では影響がない

31）

一方、運動の急性効果として、1 回の運動後 22
時間は血圧が低下することが知られている。運動

が、高齢者では

NEAT の減少が指摘されており 、
  肥満女性でも

時間（15、30 分）、運動強度（40、60%VO2max）

運動で NEAT が低下する場合がある 。 肥満女

の異なる４通りの運動セッションで急性効果を比

性の検討では、NEAT の変化は体力レベルと関

較した検討 では、いずれも運動後 9 時間まで同

連することが指摘されており、高強度の運動は中

等の血圧低下を認めたという。このことは、急性

等度の強度に比べて NEAT が低下させることも

の降圧効果は、40%VO2max で運動時間が 15 分

指摘されている。高強度の運動は、こうした対象

でも、60%VO2max30 分の運動と同等である可能

で NEAT を減少させ、運動による総エネルギー

性を示唆している。

32）,33）

34）,35）

43）

36）

37）

消費量の増加効果を抑制する可能性がある。
２）血糖、インスリン感受性
４）減量維持と高強度の運動

糖尿病患者における運動療法の介入試験のメタ
アナリシス

長期に減量体重を維持している者に対する調査

44）

では、55〜75%VO2maxの範囲で運

では、減量維持者が大量の身体活動を行っている

動強度が高い程、グリコヘモグロビンの改善が大

38）

ことが指摘されている。 同等のエネルギー消費

きい傾向を認めている。これを受けて、アメリカ

（週 2000 〜 2500kcal）が減量維持に有効である

糖尿病学会の運動指針は、可能であれば高強度の
運動を行うことを推奨している。

とする複数のエビデンスがあり、肥満に対する身
体活動指針

45）

はこうした大量の身体活動を指示

一方、インスリン感受性の改善については

している。上記の減量維持者の調査では、身体活

研究により所見が一致しない。強度/エネル

動量の 3 割を、ウェイトトレーニング、ランニン

ギー消費量の異なる3種類の運動プログラム

グ・ジョギング、ステアステップ、ステップエア

による8ヶ月間の介入

ロビクスなどの高強度の運動が占めることが報告

55%VO2max）/中等量（週1200kcal）と高強度

されている。大量のエネルギー消費を低〜中等度

（65〜80%VO2max)/大量（週2000kcal）ではイ

の強度の身体活動のみでこなすのは困難で、肥満

ンスリン感受性が改善したが、高強度/中等量で

者が長期間運動を継続するうちに徐々に活動レベ

は改善を認めなかった。前2者の運動時間が週170

ルを上げていった結果として、高強度を含む大量

分であったのに対し、後者は115分だったことか

の身体活動が可能になったものであろう。

ら、この研究では、インスリン感受性の改善には

39）,49）

38）

46）

では、中等度（40〜

運動強度やエネルギー消費量は関係がなく、運動
３．高血圧・代謝疾患ほかへの効果

時間が重要であると結論した。しかし、別の検討

47）

では、中or高強度（60%、80%VO2max）それぞ
１）高血圧

れ１回400kcal×週3回、6か月間の運動で、運動

持 久 運 動 中 は 健 常 人 で も 1MET あ た り 8 〜

時間が週150分、115分と異なるにも関わらず、同

12 mmHg の収縮期血圧の上昇を認める。このた

等のインスリン感受性改善が認められた。このた

め高血圧患者では、安全性の観点から運動強度

め、著者らは、エネルギー消費量が等しい条件下

はより低い方が好ましいと考えられ、異なる強

では、インスリン感受性の改善に運動強度は影響

度の降圧効果の比較が数多くなされている。こ

しないと述べるにとどまっている。これに対し、

れ ら の 検 討 は、 運 動 強 度 を 40 〜 50% と 65 〜

他の検討

70%VO2reserve に設定したものが多く、等エネ

1回300kcal×週4回、9か月間運動させた。そし

ルギーの検討、運動時間を揃えた検討とも降圧効

て、インスリン感受性の改善は高強度群でより顕

果に明らかな差はない。すなわち、この範囲の運

著で、運動強度がインスリン感受性改善に関与す

動強度で降圧効果はほぼ同等と考えられる。

るという結果を得た。

41）

42）

4

48）

では、65%と80%VO2maxでそれぞれ

健康運動としての高強度運動

以上3つの研究の所見が一致しないのは、対象

が、肥満度と独立して MS の有病率

の違い、介入前の群間のインスリン感受性のばら

患率 低下と関連している。
53）

つき、運動強度や時間設定が異なることに加え
て運動の種類が一定でなく

46）,48）

・新規罹

52）,54）

一方、介入研究について見ると、強度 / エネル
ギー消費量の異なる 3 種類の運動を比較した前記

、強度やエネル

ギー消費量の評価に曖昧さがある等の要因が影響

の研究

した可能性がある。インスリン感受性改善に及ぼ

すなわち、MS を構成する各危険因子の分布から

す運動強度、時間、エネルギー消費量の影響につ

求めたｚスコアの改善は、中強度 / 中等量で有意

いては、さらに検討が必要な状況である。

であったが、高強度 / 中等量では有意でなく、高

46）

は、MS に対する効果も報告している。
55）

強度 / 大量では中強度 / 中等量よりも顕著な改善
３）脂質

を認めたという。しかしこの成績は、インスリン

運動で改善が期待される脂質代謝指標として

感受性に関する所見と同様、介入前の z スコアの

は、インスリン感受性と関連する TG、HDL-C、

群間の差が結果に影響している可能性がある。こ

LDL 粒子径が挙げられる。強度 / エネルギー消

れに対して、１年間の食事 and/or 運動療法によ

費量の異なる 3 種類の運動プログラムを比較した

る他の介入試験の事後解析

前記の介入研究

では、TG は高強度よりも中等

VO2max の増加が、体重変化と独立して MS の

度、HDL-C、LDL 粒子径は中等度よりも高強度

改善に関与していた。高強度の運動は VO2max

の運動でより顕著な改善を認めている。しかしそ

の増加により有利なので、高強度の運動はエネル

もそも運動による脂質指標の変化は複雑であり、

ギー出納とは独立して MS 改善に寄与するかもし

HDL-C は介入前に低値の者で改善しにくい、肥

れない。運動量・時間・強度が MS 改善に及ぼす

満者や女性では一般に HDL-C、TG が改善しに

影響についてはデータが不足しており、さらに検

くい、女性では男性と異なり運動量と TG 改善量

討を要する状態である。

46）

49）

の間に用量－反応関係がない

56）

では、介入前後での

といった個体の因

50）

５）他の代謝疾患

子を考慮する必要がある。また、TG（男性）の
改善にはエネルギー消費量が週 1200kcal 以上必

血中尿酸値については、高強度の運動で上昇す

要であり、HDL-C の改善は１回の運動時間が 30

ることが知られている。すなわち、無酸素あるい

分以上で運動時間と比例する とされていること

は高強度の運動でATPの消費が再合成を上回る

から、従来の運動処方（週 1000kcal、1 回の運動

と、2分子のADPからATPとAMPが産生、供給

時間は 30 分程度が多い）の範囲では脂質の改善

される。このとき生じたAMPがイノシン酸を経

に有効な運動の条件が明確とならない可能性も

て最終的に肝臓で尿酸に変換される。また、腎血

ある。こうした限られたエビデンスの範囲では、

流量は運動強度に比例して低下し、50%VO2max

HDL-C の改善について運動強度との関連はない

以上では尿酸を含む糸球体濾過量も減少する。さ

とされている。

らに、運動による乳酸濃度の上昇は、AMPから

50）

51）

50）

イノシン酸への分解に関与するAMPデアミナー
４）メタボリックシンドローム

ゼの活性化を介して乳酸産生を促進し、遠位尿細

観察研究において、アンケートで身体活動量

管での尿酸の再分泌も抑制する。これらの因子

を強度別に評価し、メタボリックシンドローム

は、いずれも高強度の運動中の血中尿酸濃度の上
昇に関与する。

（MS）の有病率 や新規罹患率 を比較した検討
52）

53）

57）

では、中等度以下の運動・身体活動の MS リス

一方、骨密度については、荷重や筋力によ

ク低下への関与は BMI 補正後は有意でなくなり、

る比較的強い負荷が骨にかかる、高負荷（high

高強度（5METs

impact）で低頻度の運動が望ましいとされてい

52）

または 7.5METs

53）

以上）の

運動やこれをよく反映するフィットネスレベル

53）,54）

5
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要であり、これを低〜中等度の強度の運動・身体
おわりに

活動のみでこなすのは、膨大な時間を要し実践困
難なことが多い。

運動強度が肥満や代謝疾患に及ぼす効果につい

高 強 度 の 運 動 は、 除 脂 肪 体 重 の 維 持・ 増 加

て概観した。運動強度に関するエビデンスは未だ

に 有 利 な 傾 向 に あ る だ け で な く、 心 肺 持 久 力

不足しており、また、異なる運動強度で効果を比

（VO2max）

11）,12）,13）,15）

も向上させる。トレーニング

較した成績は、エネルギー消費量を揃えて比較し

によって、VO2max が増加すれば、相対的には

たものが多い。その場合、運動強度による効果の

より低強度で大きなエネルギー消費が可能とな

差は明らかでないことも多いが、高強度の運動が

る。

有効な可能性が示唆されることも少なくない。

定期的な運動習慣や、高強度の運動トレーニン

実際の状況では、運動に割ける時間に限りが

グを反映した高い心肺持久力レベルは、疾患を有

あったり、運動強度が運動の実施時間に影響する

する者でも虚血性心疾患やその死亡リスクを減少

可能性があり、エネルギー消費量に差が出ること

させる。したがって、当初は中等度の強度から運

も多いと思われる。たとえば、運動習慣のない者

動を開始し、強度を徐々に上げながら運動に積極

が運動を取り入れて短期間（6 か月）では、中等

的に取り組むことがリスクの減少につながると考

度の強度に比べて高強度の方が運動実施時間が有

えられる。最も望ましいのは、体力レベルの高い

意に短かったという報告

若い年齢から、高強度の運動を導入・維持するこ

59）

61）

2）

がある一方、「高強度

の運動が中等度の運動に比べて有用性を認める研

とであると言えるだろう。

究の多くでは、高強度の運動の方が活動量も多い」
との指摘もある。後者はすなわち、中強度と等エ
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急性足関節捻挫はどのような理由で
陳旧性足関節外側靭帯損傷となるのか？
橋本健史

結果

目的

性差、受傷時年齢では有意な差はなかった。受

足関節捻挫はもっとも頻繁に遭遇するスポーツ
外傷のひとつである。ほとんどの例は保存的治療

傷から初診までの期間は、CAI 群で平均 7.8 日、

で問題なく治癒していくなかにあって、10 から

N 群では平均 4.4 日であった。ストレス X 線検査

20% 程度の症例で慢性化してその後のスポーツ

は前方引き出しテストでは有意な差はなかった。

活動に重大な支障となることがある。しかしなが

距骨傾斜角では CAI 群で平均 12.8°、N 群で平均

ら、どのような症例が陳旧例となるのかについて

9.1°と CAI 群で大きかった。ギプス固定期間は

の報告は少ない。本研究の目的は、重度の急性足

CAI 群で平均 3.2 日であったのに対して N 群で

関節捻挫の症例を調査し、その慢性化因子を検討

は平均 19.0 日と CAI 群で少なかった（表 1）。

1）

することである。
表１

CAI群とN群の比較

方法
2000 年〜 2009 年までに加療した、急性足関節
捻挫 72 例のうち、重度の急性足関節捻挫 44 例を
対象とした。重度の足関節捻挫とは受傷時に荷重
のできなかった症例とした。著者が初期治療した

CAI 群（n=24）

N 群（n=20）

性

男7例

男9例

年齢

27.8 歳（13–50 歳） 28.3 歳（7–57 歳）

受傷から初診まで
の期間（日）

7.8 日（0–25 日）

前方引き出し距離
（mm）

症例と近医で初期治療がおこなわれ、その後著者

距骨傾斜角（°）

に紹介された症例を含めた。

女 17 例

4.4 日（0–28 日）

5.7 mm（3–9 mm） 5 . 5 m m （ 2 –
10mm）
12.8°（4–20°）*

ギプス固定期間
（日） 3.2 日（0–21 日）*

対象を 2 群に分けた : すなわち、急性足関節捻

女 11 例

挫のうち疼痛の遺残した例 24 例（以下 CAI 群）、

9.1°（6–17°）*
19.0 日（0–28 日）*
*p<0.05

急性足関節捻挫のうち疼痛の遺残しなかった例
考察

20 例
（以下 N 群）である。これらの症例に対して、
性差、受傷時年齢、受傷から初診までの期間、足
関節ストレス X 線検査結果、およびギプス固定

急性足関節捻挫の治療の要点は陳旧例を作らな

期間について調査した。

いことである。陳旧例となりやすい要因があきら

統計的検定には t 検定をおこない、p<0.05 を

かとなれば、治療方法も改善することができると

有意とした。

考えられる。今回の結果から、足関節ストレス X
線検査において距骨傾斜角が大きい症例は十分注
意する必要があると考えられた。
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急性足関節捻挫の治療において、ギプス固定
は短くして早期に ROM 訓練等の機能的訓練をお
こなうべきであるとする報告

2）

と、10 日間程度

のギプス固定をするべきであるとする報告

3）

があ

り、いまだに論争中である。しかし、今回の研究
結果から、ギプス固定期間は予後に重大な影響を
与える重要な因子であり、十分な固定期間がある
と、陳旧例となるのを予防できると考えられた。
結論
重度の急性足関節捻挫では、ストレス X 線検
査での距骨傾斜角が大きく、治療においてギプス
固定期間が短かった症例が陳旧例となりやすい傾
向があった。
文献
1）Harrington K. Degenerative arthritis of the ankle secondary
to long-standing lateral ligament instability. J Bone Joint
Surg[Am]1979; 61-A: 354–61.
2）Van Dijk CN. Management of the sprained ankle. Br J Sports
Med 1980; 36: 83–4.
3）Lamb SE et al. Mechanical supports for acute, severe ankle
sprain: a pragmatic, multicentre, randomized controlled trial.
Lancet 2009; 373: 575–81.
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石田浩之

いう。比較的冬が温暖な地域が何かの理由で寒冷

はじめに

環境にさらされた時に死亡リスクがより高くなる

寒冷環境下では様々な生理的変化が起きる。こ

と解釈できる。寒冷環境に対する身体の事前適応

の変化は通常、寒冷環境に対応するための合目的

ができていないことがその要因のひとつである

なものであるが、その適応範囲を凌駕する環境変

が、いわゆる寒さ対策（リビングやバスルームの

化が生じたり、あるいは本来合目的であるはずの

室温を高くする、外出時や戸外での活動時に帽子、

反応が引き金となり、種々の傷害を身体にもたら

手袋、防寒具の着用など）の習慣の有無が影響す

す場合がある。寒冷に伴う傷害といえば凍傷や寒

ることも挙げられている。このことは、寒さに対

冷蕁麻疹などの皮膚障害がまず思い浮かぶが、呼

する自己防衛意識を改善することで、ある程度、

吸・循環器系を中心とした内科的障害も散見さ

冬季の死亡事故を減らすことができる可能性を示

れ、時に死亡事故に発展するケースもある。筆者

唆している。ちなみに、冬季の死亡原因としてよ

は十数年にわたりスポーツドクターとして冬季競

く話題にされる低体温症は死亡率の上昇にほとん

技スポーツに係わってきた。この間、大会役員や

ど影響を与えていなかった。

日本選手団チームドクターという立場で長野オリ

このデータはアスリートに限定したものではな

ンピック、バンクーバーオリンピックに参加する

く一般住民を対象としたものだが、母集団の大き

など、寒冷環境下の運動の特殊性については多少

さを考慮すると、一般住民における寒冷環境と死

の経験を積んできたので本稿にまとめた。

亡リスクの関係を論じることの方がむしろ重要で
あり大変興味深い研究といえる。

１．冬と死亡率−寒くなることのリスク−
２．寒冷環境における身体活動と心臓血管系へのリスク
早朝、暖かい室内から急に寒い戸外に出ると心
臓発作が誘発される危険があることは、医師なら

高強度の運動が心臓突然死の誘因となることは

誰でも知っている教科書的知識だが、実際、寒冷

多くの先行研究により明らかにされている。特に

期の死亡率は温暖期のそれと比べて多いことが報

普段運動習慣がない人が急に激しい運動を行った

告されている。この報告はヨーロッパ各都市のお

とき、急性心筋梗塞発症の相対リスクは 50 倍以

ける日中の平均気温と各種疾患（虚血性心疾患、

上になるという報告もある。運動と突然死の話題

呼吸器系疾患、脳血管障害、全死因）の死亡テー

はスポーツ医学の分野において“古くて新しい話

タを解析したもので、多くの疾患で日中平均気温

題”であり、詳細は成書に譲るが、ここでは寒冷

と死亡率の間に負の相関（気温が下がると死亡率

暴露と心臓血管系リスクの関係についての知見を

は上昇するという関係）が認められた。18℃以下

述べることとする。

1）

の気温の範囲に限定して検討してみると、もとも

温暖環境に比べ寒冷環境では、安静時、運動時

と温暖な気候であるアテネでは 1℃下がるごとに

を問わず、交感神経活動の亢進、末梢血管抵抗の

全死因死亡率が 2.15% 上昇するのに対し、冬が厳

増大、平均血圧の上昇、心仕事量や心筋酸素需要

しいフィンランドでは 0.27% の増加にとどまると

量の増加など様々な生理的変化が起きる。例えば、
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平均血圧は〜 17mmHg（18%）上昇、心筋酸素

表１

消費量の指標である double product（収縮期血

雪かき作業と最大トレッドミル運動の比較
（文献２より改変，引用）

最大トレッドミ
ル運動

圧Ｘ心拍数）は〜 10% 程度上昇するとされる。
寒冷暴露時には震えが起きるが、これは筋収縮

心拍数（bpm）

による熱産生で体温を維持するための合目的反

収 縮 期 血 圧

（mmHg）

応であり、寒冷ストレスが厳しくなれば動員さ

VO2（METs）

れる筋肉量が多くなるので酸素摂取量は増大す

自覚的運動強度

る。例えば、外国人を対象にしたデータでは気温

（Borg score 6 〜 20）

雪かき動作

179+/–17

175+/–15

181+/–25

198+/–17

9.3+/–1.8 *

5.7+/–0.8

17.9+/–1.5

16.7+/–1.7

5℃、風速 1m/ 秒の環境での安静時酸素摂取量は
600–700ml/ 分に達し、これは最大酸素摂取量の

雪かき動作は自分のペースで連続的に行った（平均 12+/–2 回／分）* P<0.03

約 15% に相当する。水は空気に比べ遙かに熱伝

全身の酸素消費量は雪かき動作の方が低いにもかかわらず、血圧、

導が良いので（熱交換の効率は空気の約 70 倍）、

心拍数はトレッドミル最大運動時と同等か凌駕する傾向にある。
Double product の増加は心筋酸素需要の増加につながる。その割に

もし身体が水没すれば体温は急激に奪われること

自覚的運動強度が高くなっていないこともにも注目。

になる。したがって、身体が浸水した場合震えは
さらに激しくなり、18℃の水中では安静時酸素摂

表2 心筋虚血徴候の出現．自転車エルゴメーターと水泳の比較
（文献4をもとに著者作成）

取量は 1000ml/ 分に達するといわれている。
このように寒冷環境下では種々の要因で心臓に

負荷方法

対する負荷が上昇し心筋酸素需要量が増加する結

胸痛の出現頻度

ST変化の出現頻度

坐位

4/8

5/8

仰臥位

5/8

6/8

25.5℃

2/8

6/8

18℃

1/8

6/8

自転車エルゴ
メーター

果、狭心症の閾値は低下する（つまり寒冷環境下
ではより低い運動強度で狭心症発作が誘発され
る）
。なお、顔面が冷気に当たるとその刺激で心
拍数は 10bpm 程度低下するが、同時に末梢血管

水泳（水温）

が収縮して血管抵抗が高まり血圧は上昇、double
product は増えるので、全体でみると心筋酸素需
要量は増加することになる。
シャベルを使った雪かきは寒冷地でよく見られ
る光景であるが、これまでの研究では、雪かき（特

虚血性心疾患を持つ症例では歩くペースをゆっく

に早朝の雪かき）は心事故のリスク上昇につなが

りにするなどの注意が必要である。

る可能性が示されている。雪かきは上半身が中心

低温環境が想定される運動のひとつに水泳があ

の運動になるが、動作自体の運動効率が悪いこと、

るが、虚血性心疾患患者を対象に行った Magder

アイソメトリック的要素を含むこと、雪を持ち上

ら研究 は興味深い。彼らは 8 名の虚血性心疾患

げたり、投げたりするときに息こらえ（Valsalva

患者に自転車エルゴメータと水泳、二つの方法で

動作）が生じる などの理由で血圧、心拍数は急

運動負荷を行い、酸素摂取量、胸痛出現や心電図

上昇する。Flanklin ら

の報告によれば、収縮期

変化の閾値などを比較検討した。自転車エルゴメー

血圧は 200mmHg 近くに達し、心拍数は最大運動

タで負荷を行った場合、自覚症状の出現と心電図

時の 97% まで上昇する。この結果、全身の酸素消

変化の出現のタイミングはほぼ一致していたが、

費量の割には double product が高くなり、これが

同じ対象者に水泳負荷を行った場合、25℃、18℃

心臓血管系のリスク上昇につながる（表１）
。雪

いずれの環境でも、心電図上 ST 変化を認めたに

かきだけでなく、雪上歩行でも全身酸素消費量は

もかかわらず、症状を自覚しない者の数が増えて

通常歩行に比べ上昇することが報告されており、

いた（表２）
。このように、水中運動（水中ウォー

2）

4）

3）

キングを含め）では心筋虚血状態にもかかわらず、
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２）EIA / EIB の病態

胸痛を感じにくくなるという現象が起きるようで

一般に EIA / EIB は比較的運動時間が長く、

ある。これが低温環境自体によってもたらされた
ものなのか、あるいは水中運動の特殊性なのか判

かつ急激に運動強度が上がるタイプのスポーツで

断は難しいが、いずれにせよ、心疾患患者に水中

多いとされ、これに環境要因（寒冷刺激、湿度、

運動を指導する際は考慮すべき知見であろう。

大気汚染など）が修飾因子として加わる。寒冷環
境で競技を行うクロスカントリースキー／ノル

３．寒冷環境と運動誘発性喘息

ディック複合、バイアスロン、カヌー／カヤック、
アイスホッケー、スピードスケート／フィギュア

１）アスリートと運動誘発性喘息

スケートなどは EIA/EIB のハイリスク種目であ

運 動 誘 発 性 喘 息（Exercise-induced asthma:

り、競技パフォーマンスの低下につながるケース

EIA）あるいは運動誘発性気管支攣縮（Exercise-

もあるので、事前の診断と治療は重要である。国

induced bronchoconstriction: EIB）は運動によっ

立スポーツ科学センターでは国際大会派遣前のメ

て誘発される一過性の気管支狭窄で、臨床的に

ディカルチェックの一環として呼吸機能検査を全

は運動後 30 分以内に１秒量（FEV1.0）が＞ 10%

例に行い、潜在する EIA / EIB の早期発見に努

低下する場合、EIA/EIB が強く疑われる。

めている。

アスリートにおける喘息の頻度は 3.7 〜 22.8%

EIA / EIB の定型的症状は運動後 5–15 分で気

と報告によりかなりバラツキがあるが、一般成人

道狭窄症状が出現、通常 30–90 分で自然回復す

よりは多いと考えられている。2010 年冬季バン

る。診断は臨床症状からある程度可能であるが、
（疑わしいケースも含め）運動負荷とスパイロメ

クーバーオリンピック代表選手を対象とした土肥
では、sub-clinical なものも含め喘息

トリーを組み合わせた誘発試験を行って確認す

の有病率は 12.9% であった。この研究はトップア

る。EIA / EIB の詳しい検査方法や診断基準に関

スリートを対象としており、アスリート全体の母

しては（財）日本アンチ・ドーピング機構が発行

集団を反映するデータではないが、スパイロメト

する「医師のための TUE 申請ガイドブック」に

リーはもとより、診断フローチャートの基づき誘

記載されているので参照されたい。なお、このガ

発試験までしっかり行っての結果なので信頼性は

イドブックは以下のアドレス（http://www.anti-

高く、わが国におけるアスリートの喘息有病率を

doping.or.jp/downloads_tue.php）からダウンロー

知る参考になる。ちなみに同様の方法で求めた

ドが可能である。

らの発表

5）

運動により気管支攣縮が誘発される原因につい

夏季北京オリンピック参加選手の喘息有病率は

ては複数の機序が提唱されているが、換気に伴い

12.4% で大きな違いは見られなかったという。
EIB に関する有病率も報告によりまちまちであ

気管粘膜浸透圧が変化しこれが EIA/EIB 発症の

るが、一般人では 4 〜 20%、エリートアスリート

誘因となるという説明がよく引用される。吸い込

では 11 〜 50% という数字が報告されている。さ

んだ空気は気道を下降する過程で加温、加湿され

らに、喘息患者に限ってみると〜 80% の患者が

る。特に吸気が冷たく乾燥していた場合、気管粘

運動により喘息が誘発され、特に冷たく乾燥し

膜は吸気によって水分と温度が急激に奪われ乾

た空気を吸引することは、発作の強力な誘因と

燥、冷却される。乾燥することで気管粘膜の浸透

なる。1998 年米国オリンピック代表チームを対

圧が変化、これが刺激となって mast cell の脱顆

象に行った Wilber ら

の調査では全体の 23% に

粒→様々なケミカルメディエーター（ロイコトリ

EIB を認め、クロスカントリースキーヤーではそ

エン、ヒスタミン、プロスタグランジンなど）の

の頻度が最も高く、50% に達していた。

放出というカスケードが生じ最終的に気管支攣縮

6）

を来すと考えられている。
一方、運動中→運動後の急激な気管の温度変化
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が気道狭窄をもたらすという機序も提唱されてい

排気は汚染されており、ガソリン駆動車は一酸化

る。運動中は換気量が増大し、上述のごとく気管

炭素を、プロパン駆動車は二酸化窒素を多く排出、

粘膜は乾燥、冷却される。しかし運動終了後は換

有害な超微粒子、微粒子は両者から排出され、そ

気量が激減することや、運動により体温が上昇す

の数は 400,000 個／ cm3 に達するという（大気中

ることから気管粘膜は再加温され、その結果血流

は通常 2,000–5,000 個／ cm3）。これらの粒子を吸

が急激に増加、これが粘膜の浮腫をもたらし気道

引することで気道の炎症や過敏性が惹起され、ま

狭窄が惹起されるというものである。血流増加は

た、運動による換気量の増加は吸引する粒子数の

同時に前述したケミカルメディエーターの放出も

増加や粒子の末梢気道への沈着を促進するので、

促進する。たしかに、典型的 EIA/EIB 症例のス

これらの要因が EIA/EIB 発症につながると考え

パイロメトリーでは運動後 10 〜 15 分に気道狭窄

られている。
整氷機による空気汚染の問題が議論されるよう

が最も強くなるという現象が観察されるので、こ

になって以来、従来のガソリン / プロパン駆動車

の説は肺機能の経時的変化とも一致する。
はこれらの説を検証するため、冷気

から電気駆動車に置換される方向にあるが、リン

だけを吸入させて場合と冷気＋乾燥した空気を吸

ク側の経営努力に依存している部分があり、経済

入させた場合の比較実験を行った。その結果、冷

的な理由で未だに旧式の整氷機が使用されている

気だけを吸入させた場合には EIB は誘発されず、

ケースも少なくない。実際、筆者が帯同した旧東

これに＋乾燥という条件が加わって初めて EIB

側国で開催されたアイスホッケー世界選手権にお

が誘発されることを確認した。この報告は EIA/

いて、日本選手の 1/3 近くが練習中に息切れ、頭

EIB の発症機序として気道粘膜の浸透圧変化が重

痛、嘔気などの症状を訴えた事例があった。この

要であることを示唆するものである。また、気道

リンクは電気駆動車を使っておらず、たまたま換

への直接刺激以外の要因、例えば、顔面や体幹の

気設備の不具合も重なって室内気が汚染されこの

皮膚が寒冷刺激を受けただけで気道狭窄を引き起

ような事態に至ったものと推測された。

Evans ら

7）

こすという成績もある。
8）

４）EIA/EIB の予防、治療

運動に伴い、気管粘膜には直接的、間接的な刺
激が加わり、
これに呼応して様々な反応が起きる。

―ウォームアップの重要性、ドーピングの問題―

これらの反応は経時変化の中で連鎖的に生じると

EIA/EIB の予防は、運動時の対策と薬物療法の
2 つがある。はじめに運動時の対策から紹介する。

推測され、複数の反応の連鎖が EIA/EIB の発症

先にも述べたように、EIA/EIB の発症機序に

に深く関わっているのであろう。

は乾燥した冷気の吸入が強く関与している。した
３）アイスリンク競技と EIA/EIB

がって、予防手段としてマスク、スカーフ、フェ

―製氷機による空気汚染の問題―

イスマスク（顔面の皮膚に直接寒気が当たらない

インドアリンクで行われる競技（アイスホッ

ようにする）などが有効である。また気道抵抗が

ケー、フィギュアスケート、スピードスケートな

上昇する欠点はあるものの、クロスカントリース

ど）では、夏季競技に比べ EIA/EIB をもつ選手

キーなどでは Heat/Moisture Exchange Mask を

の頻度が高いことが報告されている 。 これは単

使用する選手も少なくない（図１）。寒い日、強風、

に空気の乾燥だけではなく、インドアリンクの空

吹雪など悪い気象条件を避ける、電気駆動の整氷

気汚染が原因である場合が多い 。 インドアリン

機を完備したスケートリンクを選ぶなどの工夫も

クは氷の表面を整えるために、定期的に整氷機に

有効と考えるが、競技スポーツとして取り組んで

よる整氷が行われる。整氷機はわが国のゴミ清掃

いる場合、自分で条件を選べるわけではないので、

車くらいの大きさで、古いタイプの機種はガソリ

後述する薬物療法を考慮すべきであろう。

9）,10）

11）,12）

器材を装着する以外の方法では、ウォームアッ

ン、プロパンなどを動力燃料としていた。当然、
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薬物治療を行う際、トップアスリートでは使用
薬剤がドーピング規定に抵触しないかを確認する
必要がある。最新の情報は世界ドーピング防止機
構（World Anti-Doping Agency: WADA）の HP
（http://www.wada-ama.org/）から入手できる。
2012 年 1 月 1 日に発効した版から喘息治療に関
する要点を以下に示した。
１）吸入ステロイドは申告なしに使用可能。
２） β2刺激薬はサルブタモール、サルメテロー
ル、ホルモテロール、3種類の吸入薬であれ
図１

ば、治療量の範囲で申告なしに使用可能（全

Heat / Moisture exchange mask の使用例
（http://www.skigo.ca/airtrim.phpより）

身投与やその他の吸入薬は禁止）。サルブタ
モールは最大1600μg/24hr、ホルモテロー

プ運動の予防効果が期待される。15–30 分の軽度

ルは最大36μg/24hrが1日の推奨治療量。わ

〜中等強度の運動や数分間のインターバル運動

が国で頻用されているメプチンエアー®（プ

は「不応期」をもたらし、これらのウォームアッ

ロカテロール）はTUE申請が必要である点

プ運動を行った後に強い運動を行っても気管攣縮

は要注意。

反応が起きにくくなるという現象が観察されて

３）糖 質コルチコイド、β２作用薬をその他の使

いる 。 この不応期は 2 時間程度持続し、たぶん

用経路（経口、経静脈、β2作用薬の貼付

プロスタグランジンの放出が関与している。ま

剤）で投与する場合TUEの申請が必要（糖

た、運動後のクールダウン運動を行うことで、運

質コルチコイド使用は競技会外であれば申請

動後気管支攣縮が抑制されるという報告もある

不要で使用可能）。

13）,14）

が、これは気道の再加温が徐々に起きるようにな

4）ロイコトリエン拮抗薬、クロモグリク酸ナト

るため、加温に伴って生じる気管粘膜の血管拡張

リウム、キサンチン誘導体、抗ヒスタミン薬

→浮腫という反応が緩徐化するためと説明されて

は経口であれば常に使用可能、点滴投与は

いる。なお、身体トレーニングそれ自体は EIA/

TUE申請が必要。

EIB の発症を抑制する方向には働かない。しかし、
まとめ

身体的フィットネスが向上することで相対的運動
強度の軽減や換気効率を改善し、EIA/EIB 発症

冬季に発生しやすい内科的傷害について、重要

の閾値が上がることは期待できる。
薬物による治療は一般の気管支喘息の治療指針

と思われるトピックを取り上げ概説した。もとも

準じる。詳細は成書に譲るが、まずは気道の炎症

と虚血性心疾患を有する者では寒冷環境下での急

を抑えるという観点から吸入ステロイドを軸と

激な運動は心臓発作の誘因となるが、特に、降雪

し、これに長時間作用型β 2 吸入薬を併用する。

時、日常的に行われる“雪かき”がリスクの高い

運動開始 10–15 分前に短時間作用型β 2 吸入薬

運動であることは重要な知見である。冬季競技の

（サルブタモール）をその都度予防的に使うとい

アスリートでは運動誘発性喘息の有病率が高い

う方法もあるが、頻回に（週 2 回以上）使用しな

が、きちんと診断・治療が行われていない潜在

くてはならないのであれば耐性の問題もあるの

例も多く存在すると想像される。喘息は運動パ

で、ステロイド＋長時間作用型β 2 吸入薬に移行

フォーマンスの低下に直接つながるので、選手だ

すべきであろう。

けでなく指導者もこの病態をよく理解し、潜在例
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の早期発見に努めることが望まれる。
文献
1）Eurowinter group. Cold exposure and winter mortality from
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disease, and all causes in warm and cold regions of Europe.
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11）Levy JI et al. Determinants of nitrogen dioxide concentrations
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小熊祐子

検索対象期間とした。この際、本分科会が目標

はじめに

とするエビデンスが Physical Activity guidelines

平成 18 年、高齢者が要介護状態になること並

Advisory Committee（U.S.Department of Health

びに、すでに軽度な要介護状態にある高齢者が重

and Human Services）が報告したもの（以下Ｕ

度な要介護状態になることの予防を目的として介

Ｓガイドライン） とよく合致することから、ま

護予防事業が導入された。運動器の機能向上プロ

ず本報告で引用された 1999 年以降の論文を含

グラムはその柱の一つと位置付けられている。平

めることとし、報告に含まれない 2007 年以降

成 21 年度介護予防に関わる総合的な調査研究で

の論文を追加検索することとした。データベー

は、介護予防に関する科学的知見の収集及び分析

ス は PubMed、 医 中 誌、Cochrane database を

委員会を設け、公表された文献を包括的に収集し、

使用、言語は英語、日本語に限定した。対象は

系統的な分析を行うことによって、さらなる介護

入 院 患 者 を 除 く、 地 域 在 住 者（Elderly in the

予防事業の進展に寄与することを目的として、文

community）とした。対象者の年齢は、日本の

献レビューを行った。特に、運動分科会では、高

行政区分に照らして 65 歳以上とし、65 歳以上の

齢者の自立や生活機能の改善につながる運動器

対象者が含まれている研究を対象とした。運動介

の機能向上に焦点をあてて、運動介入研究のレ

入が明らかに治療目的、または手術直後のリハビ

ビューを行った。著者は、運動分科会のメンバー

リ目的である論文は除外、特定の疾患患者のみを

の一員として、特に「転倒・骨折」アウトカムを

対象とした論文も原則として除外した。同様の基

担当した。転倒は、寝たきりの原因の 10％ほど

準で、2012 年 1 月末までの文献をアップデート

を占め、また、骨折の原因にもなり、高齢者の生

した。本稿では、施設入所者を含まない研究に限

活の質を著しく悪くする要因となる。一方で危険

定し、向精神病薬服用者のみを対象とした論文は

因子が明らかになってきており、予防対策がとれ

除外、また、当初含めたメタアナリシスの論文は

る事象でもある。運動介入については、ある程度

重複を認めるので、除外した。

2）

1）

1）

のエビデンスがあるが、詳細は不明な点も多い。
2．結果とまとめ

そこで、本稿では、当時のレビュー結果をもとに、
地域在住高齢者（65 歳以上を含むもの、施設入
所者は含まない）を対象とし、運動介入を行った

転倒をアウトカムとする採用論文は、34 件あ

無作為化比較試験に限定し、その後追加された論

り、そのうち、転倒による骨折をアウトカムと

文も合わせ、レビューした結果を報告する。

したものは 1 件のみであった（表 1）。この例で
3）

は、フィンランドで平均年齢 72 歳の男女 84 名
に 30 カ月の教室での運動プログラムと自宅での

１．方法

運動を合わせて行い、この 30 ヶ月間の転倒によ

分科会では、運動「介入」および「アウトカ

る骨折の発生が、介入群 6 例に対し、対照群（76

ム」をカバーする検索語を用いて文献検索を実施

名、今まで通りの生活）で 16 例と介入群で有意

した。1999 年から 2009 年当時までの 10 年間を

（p=0.019）に少ない結果となった。さらにこの研
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究は、介入終了後も長期的に追跡し、6 年後もバ

週 2 日以上」程度を勧めているものが多かった。

ランス力、歩行速度、活動度が介入群で有意に高

効果を認める下限量を特定することは困難である

いこと、さらにこの間の骨折件数も少ない（大腿

が、例えば、複合トレーニングを低強度で行った

骨骨折 0 件 vs 5 件）ことを示している。その他、

Morgan らの研究 では、身体機能の低い層では、

骨折をアウトカムとした RCT では、Sinaki M ら

対照群に比し介入群で転倒が抑えられる傾向があ

が閉経後女性 50 名を 2 年間の背筋強化運動群と

るのに対し、身体機能の高い層ではこの効果は認

非運動群に無作為化割り付けして 10 年間追跡し、

めず、介入群でむしろ転倒が多い傾向となった。

運動群で椎体骨折が有意に少ない（1.6% vs 4.3%

対象者のリスク状況および身体状況に応じた適切

（p=0.029）
）ことを示したものがあったが、転倒

な介入が必要といえる。他の研究でも、全体では

に関連した骨折ではないので、レビューには含め

有意な効果を認めないものの、対象者を外出可能

なかった。

な者、認知機能の悪くない者、虚弱度の低すぎな

4）

16）

5）

転倒についての 34 件については、日本から
の報告が 6 件

い者に限定すると有意差を認めるものがあり、効

。米国 7 件 、
   オーストラリア 4

6）-16）

件 、
  オランダ

果が期待できる対象者の選定が重要である。

12）-18）

が各 3

近年の研究では、Smulder らは先に転倒既往

件だった。他ドイツ 、
   韓国、カナダ、フィンラ

のある一般高齢者で効果を認めた 5 週間の複合

ンド、中国（香港）、ブラジル、台湾、デンマー

的なプログラム

ク と多くの国からの報告があった。参加者の年

骨粗鬆症者用に改良（転倒実践は行わない）し、

齢層には幅があり、90 歳代の者を含む報告も多

RCT で検討した。5.5 週のプログラム終了後 1 年

く認めた。対象者が男性のみの研究が 1 件、女性

間の転倒率を追跡している。プログラムの期間は

のみが 7 件、残りは男女とも含んでいた。サンプ

短いが、その後 1 年間の転倒が介入群で有意に低

ルサイズは、各群 20 名程度のものから大きいも

下した。Kemmler らは、従来の推奨より高強度

のでは各群数百名のものまであった。そのうち約

で、時間や頻度の低い介入を行っている（集団

半数の研究は、対象者が、転倒のハイリスク集団

で 60 分週 2 回、家で 20 分週 2 回）が、骨密度・

（例、転倒の既往者、バランス・筋力低下者、他

骨折には効果的であることが分かった。山田ら

転倒のリスクをもつ者）であった。介入期間は 5

は二重課題を取り入れたプログラムとして、trail

週から 36 カ月、介入期間も含めた追跡期間は 5

walking exercise プログラムに取り入れた方が歩

カ月から 36 カ月であった。

行群より転倒予防に効果的であることを示してい

19）-22）

・ニュージーランド

23）-25）

29）,30）

33）

34）

31）

35）

26）-28）

32）

36）

37）

25）

を、さらにハイリスクである

23）

29）

転倒をアウトカムとして、対照群と比較し運動

る。
38）

群で有意な改善効果を認めた研究は 16 件、改善

また、運動群として、太極拳あるいは太極拳

傾向を認めたものが 3 件だった。増悪傾向を認め

の動きを含んだものが 6 件、そのうち、3 件で対

た研究が 1 件あったが、有意ではなかった。

照群と比較し有意に改善、2 件で有意ではないが

介入の種類は、ＵＳガイドラインでも推奨され

改善、1 件では悪化傾向だった。ＵＳガイドライ

ているように、筋力トレーニング、バランストレー

ンでも、太極拳やバランストレーニングだけのも

ニングと有酸素運動、特にウォーキングと組み合

のでも効果があるということで、中等度のエビデ

わせた複合トレーニングを基本としたものが大半

ンス、ただし結果が必ずしも一定しないと評価さ

であり、強度の記述はないものが多かったが弱か

れている。追加すべき知見として、2009 年に欧

ら中等度のものがほとんどと思われた。ＵＳガイ

州初の太極拳介入の転倒への効果を検討した研究

ドラインで示されている通り、効果を認める運動

をオランダの Logghe ら

量としては、
「一回 30 分のバランストレーニング

に 2 回約 1 時間 13 週行い 12 カ月の転倒予防効果

と中等度の強度の筋力トレーニングを週 3 回、あ

を検討した。対象者は 269 名、観察期間は 12 カ

わせて中等度の強度のウォーキングを一回 30 分

月など研究の質は悪くないが転倒リスクは RR ＝
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ŊƖ̍˧˽˪˺˜ˠ̄ưťʧÕ|ò#ʩʲȮ4
đȉ̍ȹȻǰȴȮǁđȉ̍ȹȺ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍ɀȸ́
üʨVGʗʞʩʪȾȽ`̂ȼȿ́̃

ʂ

ʁ

Ⱥȸȹȸ ĄĔ

ȺȸȸɁ ˈ˷˽ 4Ɩ̍ȹȻɀ`ȴȮŊƖ̍ȹȻȹ`ʄȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭȾɁȵ
˚
ɁȻİȴȮǷ{Ń̍ȿȸİȮƯŔĻƚȮǣ+˸˕ˌʩ
Ȫʉʵʩ̂ȖǋǑĝʾĂʗʃƯªŗdʩǣ+ıʈ
ʺʃʈʻʉʪȺʢʩǣ+ʩSȐpʈʺ̂˦˷˽˕
ƱʃŵJƣEʃʴʱʉʃ̡̢̢̣̞̣̜̣̝̣̠̤̚ʍ?£
Ƶʩ!ŕ̃

ȺȸȸɁ ĄĔ

ȺȸȸɁ ĄĔ

Ⱥȸȸɀ Țu

Ⱥȸȸɀ ĄĔ

ɞɠɬɠɣɠȴȮɤɳȮɠɫ

ɑɮɦɦɧɤȴȮɤɳȮɠɫ

ɏɶɠɬɮɳɮȴȮɤɳȮɠɫ

21

§Ŗ

ɕɠɱɪȴȮɤɳȮɠɫ

ɘɧɨɦɤɬɠɳɲɴȴȮɤɳȮɠɫ

4Ɩ̍ȻȺ`ȴȮŊƖ̍ȻȾ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭȾȽ̗ȿȼ
İȴȮǷ{Ń̍xzwȪȭƚʾŉ ňè:ʃǳJ
˗˜˓˶˽ʩ ʾbʳßƇʾǻǬʗʃVG_ÖʾÆ
ʞʵʩȴȮȏ{Ń̍ǿƀʧŰƌťʃÈƮƷžƅʩŜ
ÓʃŵJ@ȍʩʈʻþ¾ųťŎØ

4Ɩ̍ȺȽ`ȴȮŊƖ̍ȺȽ`ȴȮÏ>̍ÏʩʲȴȮ²ȭ
ȍ̍ȾȽİȴʂǷ{Ń̍Ȃ§wʩxzwȮįƸZȮȏ
{Ń̍ȇƌÂȽ²Ēł

4Ɩ̍Ⱥȹ`ȱĺÖĪƣˠ˺̀ˣ˽ˍ̄ǳJƖ̃Ⱥȹ`
ȱǳJƖȲȴȮŊƖ̍Ⱥȹ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ̍ɀȻȶȻɺȽȶɁ
İȴȮǷ{Ń̍ƽǕ˿ƽùôŎØʨʧʉxzwȪ
ȭƚȴȮȏ{Ń̍˿ǎŬĪƣʩʎȢƴʤʈʺʃŭ
ŸʩąʾŒǂʤʏʧʉʵʩ

4Ɩ̍Ȼȼ`̂ʊʠÏȺɁ`̃ʃŊƖɂȻȼ`̂ʊʠÏ
ȻȺ`̃ʄ²ȭȾȾȵɀɀİʃ±yȿȾȶȼİʄȩæ˿ȩȊſņŻ
ʩăÀʩʈʻʵʩʩD^ʪ_Ż

4ƖɂȻȸ`̂²ȭ̍ȿɁȶȽɺȾȶȺİ̃ʃŊƖɂȻȸ`̂ɀȹȶȼ
ɺȼȶɁİ̃ʄǷ{ŃɂȾȽİʃʍʍʺʢʒNʎʉʻʃ
ɒɒɘɋɾȺȼŇʃŏįZʃǴUȹȺ˾ĎʨđťǳJʾ
Ƹʡʣʉʧʉʄȏ{Ń̍ǿƀʧÈơżŜÓʃǣ+˸
˕ˌʩȪʉŜÓʃȩƃʗʷʊŞʃƄŰƅƵBĐŕ

4Ɩ̍ɓɋɕɕȱɓɨɩɬɤɦɤɭȮɌɠɫɫɲȮɕɱɤɵɤɭɳɨɮɭȮɕɱɮɦɱɠɬȲ ƽˁ˄ˠˉ˲ɂǣ+ő̂4Âȹ²ȉĳĎǣ+ˉ 4ƖʤďÖʨǣ+őʎ,̂ȸȶȿȺɵɲȹȶȹɀȮɥɠɫɫɲȷɯɤɱɲɮɭȵ
ƝŷʨʸʻȽȶȽǰʩȹȹ˗˜˓˶˽̂Ⱦoʩ˱̀˞˂˽ˍ̃ ˺˽˚̀ʾò:̃ʄCĬˁ˄ˠˉ˲ɂ˦˷˽˕ʩƯ ɸɤɠɱȶɗɗɅȸȶȾȹȮȱȸȶȼȸȵȸȶɁȶȼȲʄ˦˷˽˕ʩƯ'ʪ4ƖʤďÖ
GʄɖɔɑȴĻJ˺˭˹ʪƖʤʽʹʚ
ʸʺʧʻƼ^ˬ˻ˍ˷˲̂üƠťǓƗʃįƸś¯ʩƻ 'ʃɖɔɑȴǠĻJȀ
ĮʃȒįƸʃǣ+âƹǄƔʃ˄ˇ̀ˋ˽ˍ̃
ŊƖɂʱʤʩǭʺʩŔĻ
4đȉʪȽȶȽǰʄʜʩÂȹ²ȉǫǞ

ʁ

Ⱥȸȹȸ ˈ˷˽ ȩƃȫŞʃǣ+ʩăÀʩʈʻȾȽİɁȾ`̂ʊʠɁȸ
˚
`Ï̃ʄ²ȭȿȹȶȸɺȼȶȿİ

ƍĚĥƽ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ħº̍ɲɰɴɠɱɤȵɲɳɤɯɯɨɭɦǳJȮĈȉ̍
ȿȸ;̂Ń/ǳJȹȽ;ʃɲɰɴɠɱɤȵɲɳɤɯɯɨɭɦǳJȼȸ;ʃþ
ŒǳJȹȽ;̃ȮȠµ̍ǰȺoȮđȉ̍ȹȺǰȮ4đȉ̍ȹȺ
ǰȴȮǁđȉ̍ɀ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍ɁȸȶȸȯȴȮǫǞ
ő̍ȹȸȸȯ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍Ǡ˧˪ˇ̀˰˽˕˞˕ˠ̍4
AÂȮȻȸŴȉĠŹʠʎʺoýʃƥ¦˧
˼̀ʃȇūŋǜŹʠʃ˪ˀ˽ˌ˓˶ˢ˹˸̀˛Ż
̂ȹȹŷŨ̃ʂǣ+ÑÌ×ʃƯǀť-¸×ʃǳJ
ʩlʭ̍4AÂȮƯª|d¢µȮǣ+˿ʢʱʚ
ʏ̍4Âɀ˾ĎȉȮ˥ˊˋ̂ĳĎ̃ʤ|d̄ʩƚ
ʨʪȖǋʍș˃˽˙˨˵̀ʤŮǎʂįý̍įý
ǃ

ƍĚʩĥƽ̍˿ȹȺǰȉÂʩƥ˧˼̀ʃ˦˷˽˕̂ȺȝŨ̃ʃˁ
˔˸˞˂̀̂ȺȝŨ̃ʃWËĈȉ̂ȺȝŨ̃ʃƯǀť-¸×ʨʌ
ʉʣƖȉʤďÖ©ʈʺʄ4ƖʤȢƴʧúk
˿ǣ+ţŔőʨƖȉ©ʧʗ
?Ŧ̍ōʨʧʗ

ƍĚʩĥƽ̍˿ǎŬĪƣˠ˺̀ˣ˽ˍ̄ǳJƖʤʪʃ ǿĖ
ʤʩįƸƣEaIĚʥĺÖĪƣaIĚʎǎʴʹ
ʼʞ
˿ǎŬĪƣˠ˺̀ˣ˽ˍ̄ǳJƖʤʩʲ4AÂȾ˾Ďȉ
ʩǣ+ţŔőʎľ¡ʗʣʉʞʄȱȺȼȯɼȹȸȯȲ
?Ŧ̍ōʨʧʗ

ʂ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ǠĪƣǊ$̍4ȈĈʃȾ˾
Ďʩ4Ɗ Â
ɳɨɬɤɣȮɴɯȮɠɭɣȮɦɮȮɳɤɲɳȴȮŋƥŹíȉʃȹȸɬįƸ
Ĉȉʃ ǿĖʤʩȹȸɬįƸĈȉ
ĺÖĪƣĢĝ̍əɒəȵɇ
ǣ+Ǒĝ̍4AȾ˾Ďȉʃ4Ɗ ÂȾ˾Ďȉȴ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ħº̍¼µ̍č ÈéʩȾȽȵȿȸ́ CĬˁ˄ˠˉ˲̍ƯǅºʩǘjƇʤʆǴUȹ²ȉ ƍĚʩĥƽ̍˧˪ˇ̀˰˽˕ƣEʶȩµʎƱʐʧʻʎʃǣ
Ĉȉ̍˕ˠ˺˜˛Ɂ;ʃȹȸ;ʩżEˠ˺̀ˣ˽ˍʃȺȻ; ʨǣ+ʗʞʔʥʎʈʺʱʙʍ̑ʇʥȈAÂʨƛ +ʪľʹʧʉ
ʩďǾƈǳJʃȹɀ;ʩ˦˽˷˽˕ƔƘȮȠµ̍Ȼoȷǰ ʐ
đȉ̍ȼɀǰ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ɄǎŬĪƣˠ˺̀ˣ˽ˍ̄ǳJƖɆ
ħº̍ǎŬĪƣˠ˺̀ˣ˽ˍ̂əɒəȮɯɠɱɳȮɇʃəɒəȮɯɠɱɳ
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JȺȸ;ʾǰȺoʄōʨǳJ¼µʨĺŨʗʃďǾƈǳ ʃNŢǗʾ_Żʩˁ˄ˠˉ˲ʥʥʹʋǊ$
ɺȹȶȿɁʤʜʼʝʼʃ4AʥĴǥʙʻʥȹȶȸȸȮȱɁȽȯɉɏɂʄȸȶȿȾȵ
Ĵȿȸȵɀȸ́Ɏɗ̃˿żEˠ˺̀ˣ˽ˍ̂˗˷˦˽ˡʾ!ŕ
ȹȶȺȼȲȮɵɲŊƖȹȶȾȾȮȱȹȶȻȻȵȹȶɁɁȲʄŊƖʩāʎďÖʨǣ+
ʗÃʅʩȪ¼µʨ̃˿˦˷˽˕ǄƔ˿˕ˠ˺˜˛ʧʦʄ
őʎȪ,̂ɇɡɲɮɫɴɳɤȮɣɨɥɥɤɱɤɭɢɤȸȶȾȾȮȱȸȶȺȽȵȹȶȸȿȴȮɯɅȸȶȸȸȺȲ
Ưʤʪżˠ˺ʥĜǢøÈ
ǫǞőʪɁȻȶȽ́ɵɲɁȹȶȹ́ʄƸőʪŧƿǳJʎȿȾȶȻ́
ŊƖɂ˄˅˹ˤ˕ˬ˻ˍ˷˲ʥʗʣ¼µʩǤʉǳJ
ɵɲȿȺȶȸ́ʥƖʥʵȪʉʃƯǳJʪȼȺȶȼ́ʥʉ
ʾĂƸʄ̂ʔʼʨʸʺʃǖʪˬ˻ˍ˷˲ʩŨťʪ˫˷
ÅėʸʺȪ¼µʤʃǳJȠµʪ¡ʧʴ̂ǰȺõʤIĚʈʺ
˃˽ˡ̃
đȉʪȹɀ˾Ď

ʂ

ʂ

ʂ

ʂ

đȉǣ+ʪ4ƖʤȹȺʃŊƖʤȻȽʃɗɗɅȸȶȺȻ
ȱȸȶȸȿȵȸȶɀȻȲʄCĬˁ˄ˠˉ˲ʨʪʰʥʿʦMʎʧʍʡʞ

ɘɬɴɫɣɤɱȴȮɤɳȮɠɫ

ˁ˄ˠˉ˲îĨ

Ⱥȸȹȸ ˡ˃˝ ȾȽİÏʄ4ƖȹȺȻ`̂²ȭȾɀȶɁɺȻȶɁİ̃ʃ
ŊƖ̂ȾɁȶȺɺȼȶȹȲʄōʩ-¸&ȐG4ƚ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7
ƽˁ˄ˠˉ˲ɂǣ+ý
4Ɩ̍ɑɨɌɋȱɑɨɥɤɲɳɸɫɤȮɠɯɯɱɮɠɢɧȮɳɮȮɱɤɣɴɢɨɭɦȮɌɠɫɫɲ
ɳɧɱɮɴɦɧȮɋɷɤɱɢɨɲɤȲˬ˻ˍ˷˲Ȯǣ+ ȋʩʞʴʨʃƯ
ʩŔĻʩʤ˦˷˽˕ʃżE¼MʾtʻǳJˬ˻
ˍ˷˲ʄ
ŊƖɂʱʤǭʺʩŔĻ
đȉʪȾ˾Ď

ɐɤɬɬɫɤɱȴȮɤɳȮɠɫ

ʁ

Ⱥȸȹȸ ˈ̀˕ ǴUȹ²ȉʨȺoʩǣ+ıʃʱʞʪ0ʨʢʧʎ
ˠ˷˸ ʻǣ+ʩăÀʩʈʻȿȸİȻȼ`
ˁ

˥˃˸˕
ˌȓq

ɉɫɤɬɲɮɭȴȮɤɳȮɠɫ

ǖȓq

²

ƴƚ

Ău

表1 採択論文の概要

転倒・骨折予防のための運動介入研究についてのレビュー

Ⱥȸȸȿ Ƃu

Ⱥȸȸȿ ˈ̀˕ 4Ɩ̍Ȼȼȿ`ȴȮŊƖ̍ȻȻȿ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ
ˠ˷˸ ȍ̍ȾȸİȴȮǷ{Ń̍ǴUʨĤëʩƌȨʎʧʉȴȮȏ
ˁ
{Ń̍˧̀ˋ˽˘˽ŞʃǎŬŞʃƧPʃǿʉȊſ
ņʃƿǀȒʃįƸrȕ

Ⱥȸȸȿ ˡ˃˝ 4Ɩ̍ɥɨɳɭɤɲɲƖȾɁ`ʃɯɲɸɢɧɮɬɮɳɮɱ4ƖȾȽ`Ȯ
ŊƖ̍ɀȻ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭȍ̍ȿȸİȴȮ²ȭȍ̍
ɁȸİȴȮǷ{Ń̍-¸&ȐG4ƚȴȮȏ{Ń̍ȿȸİĒ
łʃįƸrȕʃǎŬĪƣʩ

Ⱥȸȸȿ ˪˂˽ 4Ɩ̍Ⱥȹȿ`ȴȮŊƖ̍ȺȺȸ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ
˷˽ˡ ȍ̍ɀȽİȴȮ±y²ȭ̍4Ɩ̍ɀɀɺȻİʂŊƖ̍ɀɀɺȻ
İȴȮǷ{Ń̍¡ʧʐʥʵʬʥʢʩɣɨɲɠɡɨɫɨɳɸ̂ǍƉ
ʧǅǪʈʺ̃ʩSȐp&ďƚ

Ⱥȸȸȿ Ƃu

Ⱥȸȸȿ ȧŀ

Ⱥȸȸȿ ˫˷˔ 4Ɩ̍Ȼȼ`̂ǂęǖʪȻȸ`̃ȴȮŊƖ̍ȻȺ`̂ǂę
˹
ǖʪȻȸ`̃ȴȮÏ>̍ÏʩʲȴȮ²ȭȍ̍ȾȽİȴȮōÏ
ʜʩ̍4Ɩ̂Ȼȸ`̃̎ȿȼȶȽȿɺȼȶɀȺİȮŊƖ̂Ȼȸ
`̃̎ȿȻȶȼȸɺȼȶȾȹȴȮǷ{Ń̍ȾȽİʩėǭȎƚ
ʤȩƃȫŞʩʈʻʵʩ̂Ʃġʃ ƬȩȟǺʃ5 ƬǺ
ʨʌʉʣʃȵȺȶȽɘɊʩȩµ̃ȴȮȏ{Ń̍ˣĬÏ
ʩȩƃʗʷʊŞʃƿEȒʃǿʉƜǀȒʃA·ʩȒ
ʃ"̍įƸƻH6ʎÉƽʃȹȸɬʤįƸZ
ƣʃȹȺ˾Ďʩȉʨȼǰȉřʾ:ʣʉʻʃǳJʩƏ
ťʃũťŲÊ

ɘɧɴɬɶɠɸȵɉɮɮɪȴ
ɤɳȮɠɫ

ɛɮɴɪɤɫɠɳɮɲȴȮɤɳȮɠɫ

ɌɱɤɨɡɤɱɦɤɱȴȮɤɳȮɠɫ

ɑɴɴɪɨɭɤɭȴȮɤɳȮɠɫ

ɒɠɧɮɭɤɸȴȮɤɳȮɠɫ

22

ɜɮɮȴȮɤɳȮɠɫ

ɒɠɣɴɱɤɨɱɠȴȮɤɳȮɠɫ

4Ɩ̍Ȼȸ`̂ĤëƖ̃ʂȻȸ`̂˺˔˕˙˽˕ǳJ
Ɩ̃ȴȮŊƖ̍Ȼȸ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭȾȽ̗ȿȼİȴȮȏ
{Ń̍˿ƻHʧʗʤɀɬįƸZʃŵJʨȒʎʈʻŰ
ƌƅŜÓʃÒ<ʼʾʵʞʹʙÈŜÓʃŐÈŞʃǉÿʖ
ʼʞǎŬŞʃĤëʶ˺˔˕˙˽˕ǳJŻʩǳJʩ
đťʨƸʡʣʉʻʵʩĂƚ

4Ɩ̍ȹȻɁ`ȴȮŊƖ̍ȹȼȻ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ
ȍ̍ȾȽİȴȮǷ{Ń̍˿xzwȱƯŹ̃ʃA²ʨȺo
ʧʉʗȺ²ȉʨ²ȹoǣ+ʧʉʗįƸʵʗʐʪ˦
˷˽˕ʨjȡʈʺȴȮȏ{Ń̍áǒČʧʗʃƯʨ
Ǖƚʎʉʧʉʃˮ˕˩˕ʶǕĂǇ4Ýƚʃxz
ʨŵʙʻ ʩƚ

4Ɩ̍ȺȺȾ`ȴȮŊƖ̍ȺȺȿ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ
ȍ̍ȾȽİȴȮǷ{Ń̍xzwʃƲǐʩǋʎZƣʃ
ƯŹʗʣįƸZƣʃƿƜǀĪƣʎƱʃčǨʩȻ˾Ď
ȉʨǳJʾƘÚMʗʣʉʧʉʃŻȴȮȏ{Ń̍ɿȹȸ
˪˂̀ˠʩɳɨɬɤɣȮɴɯȮɠɭɣȮɦɮ˞˕ˠʎȻȸŴ7ʤʤʏʻ
ʀɕɥɤɨɥɥɤɱ˳˽˙˹˞˕ˠʤˆ˷̀ʎȽʢĒł

Ⱥȸȸɀ ˉˢ˚ 4Ɩ̍Ȼȹ`ȴȮŊƖ̍Ⱥɀ`ȴȮǷ{Ń̍˿xz¤ȿȸ
İʩŘʃȻɬįƸZʃǴUȹ²ʨȹo
ǣ+ʃəɨɬɤɣȵɚɯȮɠɭɣȮɍɮȮɳɤɲɳɾȹȽŴʃɕɧɸɲɨɮɫɮɦɨɢɠɫ
ɕɱɮɥɨɫɤȮɇɲɲɤɲɲɬɤɭɳʩɹ˕ˏˁ̀ɾȹʄȮȏ{Ń̍˿Ǳ
ƸÏŰƌŜÓ̂"̍˧̀ˋ˽˘˽ŝ̃ʃh̏ȹȺ˾Ďʃ
ɒɒɘɋɄȺȼ

ɑɨɴȵɇɬɡɱɮɲɤȴȮɤɳ
ɠɫ

ƍĚʩĥƽ̍ǣ+őʪ4ƖʤȺȽ́ʍʡʞʎʃŊƖʥ
ʩȉʨďÖ©ʧʗ
ǣ+ʩȋĭIĚʪŮʍʟʎʃ˦˷˽˕ƣEʶŵJEʃ
ƥżEʪ4ʨʸʡʣúk
?Ŧ̍ōʨƾ½ʞʹʧʉ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ħº̍ďǾƈǳJʃżEǳJʃĜ ƽˁ˄ˠˉ˲̍ǣ+ő̂Ưªŗd̃ȴȮCĬˁ˄ˠ
ˉ˲̍ƥżEʃ˦˷˽˕ʃŵJƣE
ǢÏ̄˦˷˽˕ʂǳJʂ¼µ̍ŶµʂĈȉ̍ȹĈȉ
Ƞµ̍Ȼȯǰʂđȉ̍ȹ²Ⱦ˾Ďʂ̂ǘȹ²̃ʂ4đ
ȉ̍ȹ²ȴȮǁđȉ̍ȹ²Ⱦ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍ȸ̗
Ɂȿ́̂±yȽɀ́̃ȴȮǫǞő̍ɀɀȯ

ʂ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ɥɨɳɭɤɲɲ4Ɩʂħº̍żEĜǢÏ ƽˁ˄ˠˉ˲̍ǣ+̂őʥoý̃ȴȮCĬˁ˄ˠˉ
ˠ˺̀ˣ˽ˍʃíEˠ˺̀ˣ˽ˍʃĜǢÏˠ˺̀ˣ˽ ˲̍ǠĪƣ̂ǳJĪƣ̃
ˍʂĈȉ̍ȹĈȉʂȠµ̍Ⱥȯǰʩˍ˹̀ˬ˗˜˓˶˽
̄ƯʤʩǳJʂđȉ̍ȹȾǰʂɯɲɸɢɧɮɬɮɳɮɱ4Ɩ̍
żĒ˦˷˽˕̄ǳJQǑ̄ƣEǄƔ̄ŬǀǄƔȴ
4đȉ̍ȹȺ˾ĎȴȮǁđȉ̍ȹȾ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽
˕̍Ɂȼ̗ɁȽ́ʥƱȴȮǫǞő̍Ɂȸȯ

ʂ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ɄĤëƖɆħº̍Ĥë̂ɞɠɭɦ˕
˙˃˹̍Ⱥȼ˪ˇ̀˲̃ʂȠµ̍ǰȻoȮɄ˺˔˕˙˽˕ǳJ
ƖɆħº̍˺˔˕˙˽˕ǳJʂ¼µ̍¼µʩ˗˷˦˽
ˡ!ŕʃ]ŷŨȻȸoʂȠµ̍ǰȻoʂ4đȉ̍ȹȺ˾Ďȴ
ǁđȉ̍ȹȺ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍Ĥë̍ɀȹȯʂ˺
˔˕˙˽˕ǳJ̍ȿȾȶȻȯȴȮǫǞő̍Ɂɀȯ
ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍4Ɩʂħº̍ʂ˦˷˽˕ǄƔʂ¼
µ̍ʂ»ʍʹŻµʂĈȉ̍ʂ̉ĈȉʩɲɤɲɲɨɮɭʃƯʤ
ʪ̋̈;ʂȠµ̍ʂȹoȷǰ̄ƯʤʩǳJǰȻo
ŊƖʂħº̍ʂǭ¯ʩȩƃʗʷʊŞĶŢʃǣ+ ȋ
ʩˈ˸ˆ˽˞̀˓˶˽ʃȻ˾Ďʨȹµʩ˪ˇ˻̀ˁ˜ˬ
4đȉ̍ȹȺ˾ĎȴȮǁđȉ̍ȹȺ˾Ď̂4ʩAÂʤ
Ĵǥ̃ȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍Ⱦȸ́ʙʯʣʩǳJɲɤɲɲɨɮɭ
ʨVGʄȿȾȶȾȿ́ɾǰȹoʃƯǳJʪȼȸ́ʎĳĄʃ
ȻȾȶȾȿ́ʎȹȵȼoȷǰʄȮǫǞő̍ɁȸȶɁ́

ʁ

ƍĚʩĥƽ̍ǣ+őʪʃƖȉʤ©ʧʗʄ̂ȸȶɀȹ̍ȸȶȽȿ̅ȹȶȹȿ̃
ǕĂǇńwĄýʪ4Ɩʤ¡ʧʍʡʞ̂ȹȸȶȻɵɲȺȸȶȽĄ̃
ɒɘɘɋʩ˕ˏˁ̂Ⱥ²̃ʩʤʪǣ+őʎ
?Ŧ̍ōʨƾ½ʞʹʧʉ

ƍĚʩĥƽ̍č=ʩȼoʌʸʭ5ǣ+ʱʤʩĈȉʪƖȉʤ
©ʎʧʉʄ4ƖʤɎɗʜʼʝʼȸȶɀɀ̂ȸȶȿȼȵȹȶȸȼȲʃ
ȸȶɁȻȱȸȶɀȸȵȹȶȸɁȲʄ:ZƣʧVGƚʨȍʙʻʥ½ǌɎɗ
ʪʃȸȶȿɀȱȸȶȾȼȵȸȶɁȼȲʃȸȶɀɀȱȸȶȿȼȵȹȶȸȽȲʄ4Âʃ˦˷˽˕Ʊ
"ʪ4ƖʤŊƖʸʺ¡ʧʍʡʞ̂ȼȽ́ɛɘȽɁ́̃
?Ŧ̍ǅǦʧʗ

ƍĚʩĥƽ̍ȼ˾ĎȉʩǳJ4ʨʸʺǠĪƣʩǺʎ
úkʗʞʎʃʜʩÂȹ²ȉʤȻɁ́ʩȪȭƚʎǣ+ʗʞ
ʱʞʃȹɁ́ʪƼýoʩǣ+ʾƌȨʗʞʄɌɨɳɭɤɲɲ4Ɩʤʪ
ǣ+őʎʉ̂ȸȶȿȿ̍ȸȶȾȸȵȸȶɁȿ̃ʔʥʵćʹʍʨʧʡʞ
?Ŧ̍ōʨƾ½ʞʹʧʉ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ɈɤɱɦȮɈɠɫɠɭɢɤȮɘɢɠɫɤ̂ɈɈɘȲ
ɉɫɨɭɨɢɠɫȮəɤɲɳȮɘɤɭɲɮɱɸȮɏɭɳɤɱɠɢɳɨɮɭȮɈɠɫɠɭɢɤ
̂ɉəɘɏɈȲ
əɨɬɤɣȮɚɯȮȰȮɍɮȮəɤɲɳȱəɚɍəȲ
ǣ+Ƞµ̂ĄǅʨĔʎǅǦʃȹ²ȉʩǣ+ý̃

ƍĚʩĥƽ̍4ƖʤʪŊƖʸʺʵ
ɈɈɘ̎4AÂʩ©ʎ ʏʍʡʞ̂ȽȶȽɺȽȶȾȿȮɵɲȮȵȸȶȽɺ
ȼȶɀɀ̃
ɉəɘɏɈ̎̊ĖʨʌʉʣúkƚʩD^ʎʍʡʞ
əɚɍə̎4AÂʤľ¡ʎ ʏʍʡʞ̂ȵȻȶȾȽɺȻȶȾȹɵɲȺȶȺȿɺ
ȿȶȹɀ̃
ǣ+̎½ʞʺʩ±yǣ+oýʩľ¡ʎ4Ɩʤ ʏ
ʍʡʞ̂ȵȸȶȿȿɺȹȶȿȾɵɲȸȶȻȻɺȸȶɁȾ̃
?Ŧ̍ōʨǅǦʧʗ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ȩ~Ȁ̍4AʃȾ˾ĎʃȹȺ˾Ď ƍĚʩĥƽ̍˿ÏʤʃĤëƖʥ˺˔˕˙˽˕ǳJƖʥʵ
ɊɋɝɇʨʸʺǊ$ʂżE̍óEʃ ƬnȞżżE ʨŊƖʨĴǥʗʣʃƩġʩɈɒɊʩʎ ʖʍʡʞʄŘ
Ïʤʪǁʖʼʧʍʡʞ
˦˷˽˕ʥˏ̀˟˂ˤ̀˓˶˽̍ɘɒɇɗəȮɈɠɫɠɭɢɤ
˿ȹȺ˾ĎÂʩżEʃ˦˷˽˕ʃĜǢÏʶǣ+oýʪ4Ɩ
ɒɠɲɳɤɱʤǊ$
ʥŊƖʩȉʨďÖ©ʧʗ
?Ŧ̍ōʨʧʗ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ħº̍ƽpʨʽʞʻ4ʂĔ ƽˁ˄ˠˉ˲̍ȹ²7ʩǣ+ȴȮCĬˁ˄ˠˉ
ʌʸʭĶNʮʩñ̂Nťʧˏ˽˟˂˓˶˽ʃå ˲̍4ȎʂǕĂǇ4Ý̂4ÝoýʃĄý̃
ƵʃƸJʃǠťŎØʃ¤œʃǳJ̃ǳJʪʃ
˄ˇ̀ˋ˽ˍȼ̅ȽoȷǰʂŹ˦˷˽˕ȮȺ̅Ȼoȷǰ
ŊƖʂʩ5Ïʨʙʻˁˡ˦˃˕ʥǣ+ʨʢ
ʉʣYǉʾˁˡ˦˃˕
4đȉ̍ȹȹ˾ĎȴȮǁđȉ̍ȹȹ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽
˕̍ćʂǫǞőʪȹȻɁȷȹȾȾȮȱɀȻȯȲȴȮȹȼȻȷȹȿȻȮȱɀȻȯȲȴ

ʁ

ʂ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍4Ɩ̎ħº̍ʂɕəʃɔəʩƯǆ
jʨʸʺʃ)>ʩ4ˬ˻ˍ˷˲ʎñ̂Ưʤʩǳ
Jʃ˄ˇ̀ˋ˽ˍʃˍ˹̀ˬǳJʃƯªˎˁǳJ̃ʄƯ
ʤʩǳJʎ13ʄȺŷȣʩ4ʎ9āʖʼʞʵʩ
ʎȺȹ́ʃȻŷȣʎȹȺ́ʃȼŷȣʎ̉́ʄʂ¼µ̍ʂǍƉ
ʧǅǦʧʉʎʃǤµʥÍʽʼʻʄȠµ̍ƯǳJȹĄȻ
o
ŊƖʂǳJʧʗ
4đȉ̍,ȹȾɒȴȮǁđȉ̍,ȹȾɒȴȮˏ˽ˬ
˷˃ˁ˽˕̍ǅǦʧʗȴȮǫǞő̍ɀȹȶɁ́

ʁ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍4đȉʩǣ+
˸ˑ̀˛ˢ̀˕ʨʸʻȖǋʤʩãóʄ0Ïʾ
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µ̍ȹȯǰʂđȉ̍ȹȾǰʂ4đȉ̍ȹȾǰȴȮǁđ
ȉ̍ȺȼǰȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍ȿȹ́ʩVGőʂǫǞő̍
˦˷˽˕˞˕ˠȿȸ̗ȿȽȯʃǣ+˟̀˙ɁȽȯ

ʂ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ǣ+ǅȄ̂Ưǅº̃ʾǻǬȴȮCĬ ƍĚʩĥƽ̍˥˒̀ˡĴ̂ȹȾǰÂȸȶȿȺ̍ȸȶȽȹȵȹȶȸȹʃȺȼǰÂ
ˁ˄ˠˉ˲̍˦˷˽˕ƣE
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˿ËŽȌʾǊ$ʙʻʞʴʩɘɳɱɮɮɯȮɉɮɫɮɱȵɜɮɱɣȮəɤɲɳʪƖ
ȉʤďÖ©ʈʺ
˿ŊƖʨĴǥʗʣ4Ɩʤʩǣ+ʩǑþʧʗƕÓőĴ
ȸȶȽȾ̂ɁȽȯȮɉɏɅȸȶȺȾȵȹȶȺ̃ʤʈʺʃǑþƕÓőĴȸȶȼȿ̂ɁȽȯ
ɉɏɅȸȶȺȼȵȸȶɁȾ̃
?Ŧ̍˿4ƖʩȺ`ʩVGƚʎƢʩşʲʾ|d

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ŔŒťǣ+˸˕ˌ̍4AʥȾ˾
ĎÂȮɕɧɸɲɨɮɫɮɦɨɢɠɫȮɕɱɮɥɨɫɤȮɇɲɲɤɲɲɬɤɭɳʃJ
õ
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ɳɠɭɣɤɬȮɶɠɫɪȴȮɮɭɤȵɫɤɦȮɲɳɠɭɣȴȮɧɤɤɫȮɶɠɫɪɨɭɦȴȮɳɮɤ
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ƁRʧˠ˺̀ˣ˽ˍʾĳĄʄ4đȉ̍ȹȿǰȉȴȮǁ
đȉ̍ȹȿǰȉȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍4Ɩ̍Ɂȸ̆Ɂ́ʃ
ŊƖ̍Ɂȹ̆Ⱥ́
ŊƖʪǰʨµǭÝʗʃǭ¯ʩ˟˃ˑ̀˨˕ʾY
ʒʻʄȴȮǫǞő̍ɀɁȯ

ʁ

4Ɩ̍ȹȼȼɼȹȺɀ`ȴȮŊƖ̍ȹȺȼɼȹȹȸ`ȴȮÏ>̍Ř
ȴȮ²ȭȍ̍ȾȽİȴȮ±y4Ɩ̍ɀȽ̆ȼİʃŊƖ̍
ɀȻ̆ȹİ
ĄĔȴȮǷ{Ń̍ōȪȭƚʃwʃǣ+ʩSȐp
ʾȽʢ&ďȴȮȏ{Ń̍ʩ7ʤįƸŔĻ
ZʃŭŸʩǛąʎŒǂʤʏʧʉʃAʨĎȼoʩ
ǳJ4üʨVGʗʞʵʩ

Ⱥȸȸȿ ĄĔ

ɏɭɮɪɴɢɧɨȴȮɤɳȮɠɫ

ƍĚʩĥƽ̍˿Ƽ^ˠ˺̀ˣ˽ˍʪŻ¢Ïƭ¦żEʃ
³¦˿¥ĊżEʃǭ¯˿č įƸǮµʃ˦˷˽˕ƣEʩ
ďÖʧúkʶƖȉʩ©ʾŔʘʞ
˿4ÂȾ˾ĎʩǫǞʤʃʔʼʹʩúkʪˠ˺̀ˣ˽ˍƖʤ
&ʞʼʣʌʺʃ˦˷˽˕ʩƯ'ʨȊʗʣʪƖȉʤďÖʧ©
ʎʈʡʞ
˿ȹ²ʩŭŸđȉʤǣ+oýʶǠĻJ˺˭˹ʨƖȉʩ©
ʪƾʹʼʧʍʡʞ
?Ŧ̍ȊſʶƪʩǤŞʶĈťʧŞŎʎʍʩǖ
ƚʸʺ|dʖʼʞ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍żE̍č Ż¢Ïƭ¦˿¥Ċ
żEʃč ŻǮÏƭ¦˿¥ĊżEʃč Ż¢
Ï³¦˿¥ĊżEʂįƸƣE̍ǭ¯įƸǮ
µʃč įƸǮµʂ˦˷˽˕ƣE̍Ɉɤɱɦ˦˷˽˕
˕ˎ̀˹ʃ˦˷˽˕ʩƯ'̂ĻJōśťʧ˦˷˽
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4Ɩ̍ȻȺ`ȴȮŊƖ̍ȻȻ`ȴȮÏ>̍ÏʩʲȴȮ²ȭ̍
˰̀ˌ ȿȸ̗ɁȸİȴȮǷ{Ń̍˿ǣ+ıʩʈʻxz¤ʩ
Ïʃˠ˺̀ˣ˽ˍĂǇʨǭÝZȴȮȏ{Ń̍˿ǴUȾ˾
Ď7ʩƟʩȩæʃŰƌƅŜÓʃ˟˽˰̀ˌǐʩ
ŒǂʎʤʏʧʉʃǎŬȒ

ɈɤɸɤɱȴȮɤɳȮɠɫ

ƍĚʩĥƽ̍ɖɔɑˁ˄ˠˉ˲ʍʹʲʻʥʃüƠʶƯ
ʩ5ÏʾǊ$ʙʻāĸʸʺʵʃǳJˠ˺̀ˣ˽ˍʩʰʊʎ
1ʼʣʉʻʄɇɊɑʩúkʨʢʉʣʪʃƖȉʨ©ʧʗʄȴǣ+
őʪǳJƖȹȶȾȴȮƯ5ƖȹȶȹȴȮüƠƖȺȶȼȷȹȸȸȸ²ʤď
Ö©ʧʗʄ?Ŧ̍ōʨƾ½ʞʹʧʉ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ƯǳJƖʂħº̍Ƽ^ȱ˕ˠ˺˜ ƽˁ˄ˠˉ˲̍ɜɎɔʩɖɔɑîĨȴȮCĬˁ˄ˠˉ
˛ʃ˦˷˽˕ʃżˠ˺̃ȮĈȉ̍ȼȸ̗Ⱦȸ;̂ĮfȻȸ;̃ȮȠ ˲̍ɇɊɑȿȝŨʃǣ+ʃäʊʢµʃ˦˷˽˕ƣ
µ̍ȺǰʨȹoɕəʎĂƸʄǰȻoƯ;ʤʵĂʂƯ EʃįƸƣEʃǣ+ő
5Ǌ$ƖɂȺǰʨȹo&-ʎǆjʂŊƖ˧˽˪˺˜
ˠŻʩüƠƖ
4đȉ̍ȼ˾ĎȴȮǁđȉ̍ȼ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍
ǍȴȮǫǞő̍ɀȻȯ
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]ƖȽȸ`ʄ±y²ȭȿȾȶɀİʃȼɁ́ʎŘÏʄ²ȭȍ̍
ȾȽİȴȮǷ{Ń̍ɿȼǰȉ7ʩǣ+ƌȨʈʺʀ[
ǹʨwȴȮȏ{Ń̍ƩʩȩæʶȞǺʩˎˊ

Ⱥȸȸȿ [Ł
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4Ɩ̍Ⱥɀ`ȴȮŊƖȺȼ`ȴȮÏ>̍ÏʩʲȴȮ²ȭ
ȍ̍ȿȻİȴȮ²ȭȍ̍ɁȸİȴȮĘǼ ȁ«wĄĔ
ʂĘǼ-¸ȅ˗˽˙̀ʩˏˮ̀ˠŭŸəɒɏɍȵ
ɑɏɘɇʂȹɁɁɁ²ǫǞŭŸVGƚȹȹȸ`ʩʊʠʃȏ{Ń
ʨ½ʣʪʱʹʚVGʩÖÍʾůʗʞʵʩȴȮȏ{Ń̍˿
żEĿʾʗʣʉʧʉʃŋȬŠʤJʒʧʉʃˏ˽ˠ˻̀
˹ƱʧȪƷvʃƜEʩʞʴʨˏ˱˵ˣˎ̀˓˶
˽ʎXʺʨʐʉ

4Ɩ̍əɠɨɉɧɨ̂əɉ̃ƖʂȹȽɀ`ȴȮŊƖ̍ɜɤɫɫɭɤɲɲ
ɋɣɴɢɠɳɨɮɭ̂ɜɋȲƖʂȹȽȻ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭȍ̍ȿȸ
İȴȮ²ȭȍ̍ɁȿİȴȮǷ{Ń̍˿ȿȸİʃɥɱɠɨɫɳɸʮ
ʩŵƸđ̂2ĵʤʵʃƶ»ʤʵʧʉ̃ʃǴUȹ²ȉʨ¡
ʧʐʥʵȹoʩǣ+ıȴȮȏ{Ń̍˿ǿ ʧÈơʩŝ
ĵʃɒɒɘɋȺȼĒłʃˆˌˑˑ˃˖ŲÊʧŜÓʃǡʉʙ
!ŕʃēđʎʿʃʩǱƸÏŜÓ˿ʧŎØ

ȺȸȸȻ Ƃu

Ⱥȸȸȼ ĄĔ

ɘɴɹɴɪɨȴȮɤɳȮɠɫ

4Ɩ̍ȹȹɁ`ȴȮŊƖ̍ȹȹȸ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ4
ƖʂɀȹȶȸɺȿȶȾİʂŊƖʂɀȸȶȹɺȿȶȼİȴȮǷ{Ń̍˿Ⱦȸ
İʃǴUȹ˾ĎʨȺĄȉʩ4Ȏʧʉʗ˭˜ˡ
ȗʟʡʞʵʩȴȮȏ{Ń̍˿5ʨǳJʾƸʋʧʉ
ŜÓʃîůʨÅʋʧʉʃǾƈŢĸʎÉƽʃȺ˾Ď7
ʩ4ȎĢĝʶĶŢ ʃŵJʨʩHʃǡʉʙʃ
ƗǜʎÉƽ

ɜɮɫɥȴȮɤɳȮɠɫ

Ⱥȸȸȼ Ƃu

ɒɮɱɦɠɭȴȮɤɳȮɠɫ

4Ɩ̍ȹɀȹ`ȴȮŊƖ̍ȹȽȿ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ
ȍ̍ȾȽİȴʂƖʥʵ±y²ȭȿȻȶȽİ
Ƿ{Ń̍įƸùô6ʶʩùôʧʗʨȻȸ˪˂̀ˠį
ƸZʃîůʾŒǂʗɏɉʨ_Öʤʏʻ
ȏ{Ń̍˿4ÝʃÎÏŜÓʎʈʻʃɒɒɘɋ˕ˏˁʎ
ȺȼʃǴUȹ˾Ďʨ4Ȏıʎʈʻ

ȺȸȸȻ ˈ̀˕ 4Ɩ̍ɀȻ`ȴȮŊƖ̍ɀȸ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮȾȽİʄ
ˠ˷˸ ±y²ȭ4ƖʂȿȼȶȼɺȼȶɁİ
ˁ
ŊƖʂȿȽȶȼɺȾȶȸİȴȮǷ{Ń̍ʩʊʠȹʢ
ǌ½̍ƟżEʃ˦˷˽˕ʃWËĈȉǲ¹ȴ
ȏ{Ń̍˿ǎŬĪƣʃ˧̀ˋ˽˘˽ŝʈʻʉʪ
ˆˌˑˑ˃˖ʩùȒʥʧʻŰƌżʃȩğʃÈƮʩŝĵ

ȺȸȸȽ Ƃu

ɒɤɠɭɲȴȮɤɳȮɠɫ

4Ɩ̍ȹȺȽ`ȴȮŊƖ̍ȹȻȹ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ̌ȸ̗
ɁȺİȴȮ±y²ȭȿȿȶȼɀɺȼȶɁȽİʂÓƚŤȄʖʼʞxz
wȪȭƚȴȮǷ{Ń̍ȘĻJťʃƯŹįƸZƣʃǳ
J@ȍʙʻÙÏŜÓʧʗʃĶNʍʹVGʩǈZʈ
ʺʃǎŬĪƣȒʧʗȴȮȏ{Ń̍ǅǦʧʗ

ɈɠɱɭɤɳɳȴȮɤɳȮɠɫ

ȺȸȸȽ Ƃu

ɑɨȴȮɤɳȮɠɫ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍4Ɩʂħº̍ǣ+ ȋʾŨťʥ
ʗʞƼ^ťȓqǳĴ˦˷˽˕ʃQǑʃďǾƈƣEʃ
żẼ
¼µ̍ʂǅǦʧʗʂĈȉ̍ʂȹĈȉʂȠµ̍ʂǰȹoʩˌ˷
˕ʃƯĂʵîʂȤ @ȍ̍ʂʧʗ
ŊƖʂħº̍ǣ+ ȋʩ˧˽˪˺˜ˠʩʲȴȮ4đ
ȉ̍ȹ²ȉȴȮǁđȉ̍4ȈÂʃǠ˧˪ˇ̀˰˽
˕ʪȾ˾Ďʃǣ+ʪȹȺ˾ĎÂʨǊ$ȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽
˕̍Ȼȿˌ˷˕ʃ±yȺȻˌ˷˕̂ȾȺ́̃ȴȮǫǞő̍ɀȼȯ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ǣ+̎
ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍əɉƖʂħº̍ɏɭɳɤɭɲɤəɠɨɉɧɨʂ¼
µ̍ćʂĈȉ̍Ⱦȸ;ʍʹʴʣÃʅʨȅʐʧʺɁȸ; ĳǰʩǣ+˺˯̀ˠʩò:̂ȼɀǰȉ̃
ʮʂȠµ̍Ⱥoȷǰ
ɜɋƖʂħº̍ǣ+ ȋʃǳJʃ˦˷˽˕ʃȤ ʥĞȥ
ʧʦʩüƠʩʲʂĈȉ̍ʂȹĈȉʂȠµ̍ʂȹoȷǰ
Ȥ @ȍ̍ʂʧʗ
4đȉ̍ȼɀǰȉȴȮǁđȉ̍ȼɀǰȉȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽
˕̍Ⱥȼ́ʎ4ʾƊ ʤʏʚʄ±y˗˜˓˶˽VGő
ʪəɉƖʤȿȾ́ʃɜɋƖʤɀȹ́ʄǂęʪʃȹȼȽɵɲȹȼȹ`ʤ
ĂʄȴȮǫǞő̍ɁȺȯ

ʁ

ʁ

ƍĚʩĥƽ̍ǣ+ʩ˸˕ˌʨƖȉʤ©ʎʧʗ
ɜɋƖʾ{ŃʨʙʻʥəɉƖʤɗɗʂȸȶȿȽȴȮȸȶȽȺȵȹȶȸɀ
¡ʧʐʥʵȹoʩǣ+ʾʗʞƚʪʃəɉƖʤȼȿȶȾ́ʃɜɋƖʤ
ȾȸȶȻ́
?Ŧ̍əɉʵɜɋʵđȉʩď ǖʧʗ

ƍĚʩĥƽ̍4ƖʤʪʃȾ˾ĎÂȈūĈʃȇūĈʩɲɶɠɸʃ
QǑÏʎŊƖʸʺƱʍʡʞʄżEʃWËĈȉʃįƸ
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?Ŧ̍ǅǦʧʗ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍ħº̍ü¾º˄ˇ̀˲ˁ˜ˬʃ
żˠ˺̂Ɵʃ˄ˆ˕ˠʃƫǺ̃ʃ˦˷˽˕˿įƸǄƔʃ
˺˔˕˙˽˕ǳJʃĤëʂʌʸʭƯʃ¼µ̍Ż
µʃĈȉ̍ü̂ȹĈȉ̃ʃƯ̂Ȼȸ;̃ʃȠµ̍ü̂Ⱥ
ǰȉʨȹoʂ^ǃȹȸõʃƯ̂ǰȻõʃȤ @ȍ̍ʥ
ʐʨʧʗ
4đȉ̍Ⱦ˾ĎȴȮǁđȉ̍Ⱥȸ˾ĎȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ˽
˕̍ȽȻȶȾȯ̂ȹȽ`̃ʎȹȸoʩüʨ˪˹VGʂ])ʩ
üVGő±yȿȽȶȻȯ̂ȾȼȵɀȾȯ̃ȴȮǫǞő̍ɀȼȶȾȯ

ʂ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍Ǡ˧˪ˇ̀˰˽˕̍
ƭǱ¦żEʃǜƢ¥żEʃɲɳɤɯȵɴɯȮɳɤɲɳʃ˦˷˽
˕̂ɈɮɣɸȮɲɶɠɸʃQǑÏ˞˕ˠ̃ʃWËĈȉʃ
įƸǮµ
ǣ+̍ĳĎēʨVGƚʨǻǬǑĝ
5ư-¸µ̍ɘɌȻȾʃǠĻJÏ̂ɕɇɘɋȲ

ʏʐś

ƍĚʩĥƽ̍ɈɠɲɤɫɨɭɤĈŇʤʩǣ+ıʪʃ4ƖȹȾȶȿȯʃ
ɢɮɭɳɱɮɫƖȹȼȶȻȯʥ©ʪǎʴʧʍʡʞʄɀ˾ĎÂʃ4Ɩ
ȹȻȶȾȯʃɢɮɭɳɱɮɫƖȼȸȶɁȯʄȺȸ˾ĎÂʃ4ƖȹȻȶȾȯʃɢɮɭɳɱɮɫƖ
ȽȼȶȽȯʂ̂ȺƖȉʨƎǃťʨďÖʧ©ȮɯɅȸȶȸȸɁȿȲʄǣ+ȩæ
ʾǙʔʗʞƚʪʉʧʍʡʞ
?Ŧ̍4ƖʤƩş̂Ⱥ`̃ʃƭȊſş̂Ⱥ`̃ʨʸʺƦƳʙ
ʻʵʩʎ:ʞ

ƍĚʩĥƽ̍IĚʪ˭̀˕˷˃˽ĈʩǠĪƣʤ
ʧʻ
ĪƣƖʤʪǣ+˸˕ˌʪ̂ɎɗʂȸȶȽȹ̃
ȪĪƣƖʤʪǣ+˸˕ˌʪĆ̂ɎɗʂȻȶȽȹ̃
?Ŧ̍ǅǦʧʗ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍ɀ˾ĎʃȺȸ˾Ďʤǣ+ʨȊʙʻÕ
|ʾ̢̛̟̠̣̘̙
Ⱦ˾ĎÂʂóEʃɲɳɮɱɪȮɲɳɠɭɣȱȇūʃȈū̃ʃč ʌ
ʸʭǭ¯įƸǮµ̂ȽɬįƸ̃ʃɳɠɭɣɤɬįƸʃƭ
¦EʃɥɴɭɢɳɨɮɭɠɫȮɱɤɠɢɧȴȮCĬˁ˄ˠˉ˲̍Ưǀť
ʧżEaʃǣ+ ȋʃǳJĪƣ
ɈɠɲɨɢȮɇɊɑ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍4Ɩʂħº̍ʂ¶ʃŹʤʩ CĬˁ˄ˠˉ˲̍ɯɮɲɳɢɠɱɣºʩ˚˃ˁ˸̀ʨǣ+
ŎķʾǅȄʗʣǩǬ
ǳĴżEʃȊſĜǢÏʃ˦˷˽˕ʃįƸ̃ʂ¼µ̍
¼µʂĈȉ̍ʂȼȽ;ʂȠµ̍ʂȻoȷǰ
ŊƖʂĉĲʩĻJʾƑʒʻʸʊîů
4đȉ̍ɀǰȉȴȮǁđȉ̍ȹ²ȉ̂ɈɑĿʍʹ̃ȴȮˏ
˽ˬ˷˃ˁ˽˕̍ȿȸ́ȴȮǫǞő̍ȾɀȶȾȯ
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ƍĚʩĥƽ̍ɌɔɉʩÏťǊ$̍4ƖʩāʎǁĈ
ʨʌʉʣúkD^ʎȪʉȱȺȶȻȯȮ4ÂȴȮȹȶȽȿȯȮǁÂȲȮɵɲ
ȱȸȶȻȯȴȮȸȶȻȯȲʄɌɔɉ Ĉȉ̍4ƖʩāʎǁĈʨʌʉ
ʣúkD^ʎȪʉȱȿȶȾɁȯȮ4ÂȴȮɀȶȻȽȯȮǁÂȲȮɵɲȮŊƖ
ȱȼȶȸȯȴȮȻȶȼȯȲ
ȵɈɑĈʨǣ+ʈʺʟʡʞʩʊʠǁđȉʨǣ+ʎǙʏ
ʧʍʡʞD^̍4ƖȮɀȿȯȮɵɲȮŊƖȮȻȼȶȽȯʄ4AȾ˾Ď
ʨÐÜʎʈʡʞʩʊʠʃ4ÂȾ˾ĎĈʨÐÜʧʗʟʡʞ
D^̍4ƖɀɁȶȿȯȮɵɲȮŊƖȮȽȽ
?Ŧ̍ʵţŔʛʚ

ƽˁ˄ˠˉ˲̍4Aʃ4Ɗ Âʃ4ÂȾ˾
ĎǁÂʩǃȻoĿʄȒŌ̂ȑĲĆƸʃÞȈ
ȇʃĠʍʹŹʠʎʻʧʦʩ̃ˏ̀˕ʨʍʍʻ
ĈȉʥJ ʩÏťǊ$ʂǣ+˿ǣ+ʨʸʻÐ
Ü̂Ưǅºʃ4ȈȾʍĎAʍʹ4Ⱦ˾ĎÂ
ʱʤ̃ȴȮCĬˁ˄ˠˉ˲̍ȵɡɠɲɨɢȮɇɊɑ̍ŭŸƚʎƛ
ʏXʺʂăÀı̍ƄŰųNʎƛʏXʺʄ˦˷˽˕
ȒʩŞŎ̍ƄŰųNʎƛʏXʺʄZJẑƩʃ
ƭʃǜȦ̃̍ːˣˈ˳̀˙̀ʾ!ŕʗʣŒŢĸ
ʎĿʄɀ˾ÝʩżƖʩżE̍ŒŢĸʎÄß
żEĢĝĸʤĿ

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍4Ɩʂħº̍Ļţʧ˕ˠ˺˜˛ʃ
Kˏ˽ˠ˻̀˹ʃįƸʃżEǳJʧʦʂ¼µ̍]Ư
ʎǶ¼µʾʈʓʣʉʐʂĈȉ̍Ɂȸ;ʂȠµ̍ǰȻo
ŊƖɂȮ˗˱ˢ̀̂-¸ʥʪȊ%ʧʉ˞̀˰̃VGʄ^
ǃĈȉʪǳJƖʩǳJ^ǃĈȉ̂Ɂȸ;̖ȹɀõʥ_
ʘʄ
4đȉ̍ȾǰȉȴȮǁđȉ̍4Ɗ ÂȾ˾ĎȴȮˏ˽
ˬ˷˃ˁ˽˕̍Ɩ̍ǯƑȻoʃʱʞʪ̂5ȹɀõ
ǃȽoī®ʗʞʹƦƳʥʲʧʙȴȮǫǞő̍ȾȺȯ

ʂ

ƍĚʩĥƽ̍4ʩȾ˾Ďȉʨ4Ɩʤʪǣ+ý¡ʧʐ
̂ȻɀɵɲȿȻȴɯɅȸȶȸȸȿȲʃǣ+ƚʩD^ʵʍʡʞ
ȱȺɀȯɵɲȼȾȯȴɯɅȸȶȸȹȲʥʐʨʃ0ʾʊǣ+ƚʩD^ʎ
ʍʡʞȱȿȯɵɲȹɀȯȴɯɅȸȶȸȻȲʄȀǑþÂʩǣ+˸˕ˌʪʃ
4ƖʤȸȶȼȽȱȸȶȻȸȵȸȶȿȸȲ
4Ɩʤʪʃ˦˷˽˕ʃǠƣEʃǣ+ÑÌ×ʩ5ʣʩȝ
ŨʤďÖʧúk
?Ŧ̍ʧʗ

CĬˁ˄ˠˉ˲̍ȹĬˁ˄ˠˉ˲̎
ǣ+ˉ˺˽˚̀ʨʸʻƯªǅǦ
ȺĬˁ˄ˠˉ˲̎
˦˷˽˕ʃǠƣEʃǣ+ÑÌ×

ˬ˻ˍ˷˲ʩ7̍4Ɩʂħº̍ʂĤëʂŊƖ
ħº̍ʂ˕ˠ˺˜˛
Ĉȉ̍ʂȹĈȉʂȠµ̍ʂȻoȷǰʂ4đȉ̍Ⱦ˾ĎȴȮǁ
đȉ̍ȹ²̂4Ⱦ˾Ďʃ4ÂȾ˾Ď̃ȴȮˏ˽ˬ˷˃ˁ
˽˕̍ɒɤɣɨɠɭȮȾȹȷȿɀȮɲɤɲɲɨɮɭɲȮȱȿɀȯȲȴȮǫǞő̍ȿɁȯ
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Ⱥȸȸȸ Ƃu

ɗɴɡɤɭɲɳɤɨɭȴȮɤɳȮɠɫ

ɉɠɬɯɡɤɫɫȴȮɤɳȮɠɫ

Ⱥȸȸȹ ˣ˵̀ 4Ɩ̍ȹȺȹ`ȴȮŊƖ̍ȹȹɁ`ȴȮÏ>̍ŘȴȮ²ȭ
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˽ˡ
ɟɤɠɫɠɭɣʂȹȿɍɕŤȄʸʺȴȮǷ{Ń̍ȿȽİȴȮȏ{
Ń̍įƸrȕʃ˸ˌ˹̀ˠĈŇʤŒŢĸʾYʒʣʉ
ʞʃŒǂEʎ ʗʉ

ɗɮɡɤɱɳɲɮɭȴȮɤɳȮɠɫ
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í̍ƟʩżÊÄßżE˞˕ˠʤ¥ż˿ż˕
ˏˁʎɽȼȷȽ̃ʃįƸȒ̂ɕɔɒɏįƸ˕ˏˁ̏ȹȸȷȹȺ̃ʃ
˦˷˽˕Ȓȱɕɔɒɏ˦˷˽˕˕ˏˁ̏ȹȼȷȹȾȲʃO²ȉ
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ランナーを突然死から守る取り組み―

―

真鍋知宏
表１

はじめに

日本陸連医事委員会の業務

現在、日本国内で行われているマラソン大会、
ロードレースは、1 年間に 2000 を超えていると
言われている。国民の健康意識の高まりとともに、
市民ランナーが気軽に参加出来る大会も増えてい
る。2011 年からは大阪マラソンと神戸マラソン
が、2012 年には京都マラソンが開始され、今後
も各地で大規模なマラソン大会が開催されるよう
である。一方、マラソン大会では参加者の 5 〜
本稿では、日本最大のマラソン大会である東京

10 万人に 1 人が心臓突然死を起こすと報告され

マラソンの救護体制や同大会での心肺停止例を紹

ている。
1）

2004 年 7 月 1 日に一般市民でも自動体外式除

介するとともに、ロードレースにおける心肺停止

細動器 AED を使用することが出来るようになっ

例に対する日本陸連医事委員会の調査活動につい

た。日本国内のマラソン大会において心肺停止状

て概説する。

態の人に AED を使用して救命されたのは、2005

１．日本陸連医事委員会の構成

年 2 月の第 12 回泉州国際市民マラソンが最初で
ある。AED による救命事例については、最近で

日本陸連は専務理事の下に、事務局と 12 の専

はあまりマスコミなどでも報道されなくなってお

門委員会を有する組織である。筆者の属する医事

り、
その情報入手は困難となっている。ロードレー

委員会はその専門委員会の 1 つである。医事委員

スにおける心肺停止例については事故報告書とい

会の構成メンバーは、医師 20 人、トレーナー 1 人、

う形式で報告されていたが、傷病者の既往歴や転

栄養士 1 人である。医師の専門分野は、整形外科

帰についての情報は記載されておらず、またそれ

8 人、内科 7 人（うち循環器専門医 2 人）
、産婦人

らの情報を集積するシステムも構築されてはいな

科 2 人、小児科 2 人（いずれも小児循環器専門医）

かった。

および精神神経科 1 人と多岐に渡っている。

国内の陸上競技を統括する公益財団法人日本陸

医事委員会の主な業務は表１の通りである。競

上競技連盟（日本陸連）には慶應義塾関係者も所

技会およびロードレースにおける医事運営、メ

属しており、理事としては財務委員会の杉本隆志

ディカルチェック、大会への帯同や教育・啓発活

委員長と医事委員会の山澤文裕委員長が活躍され

動も行っている。

ている。筆者は日本陸連医事委員会委員と強化委
2．東京マラソンにおける救護体制

員会情報戦略部副部長を務めており、昨夏韓国テ
グで行われた世界陸上選手権大会にチームドク

日本最大のマラソン大会である東京マラソンの

ターとして帯同した。また東京マラソンの救護活

参加者は 3 万人以上である。東京マラソン 2012

動にも毎年携わっている。
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2011 年

には 35,500 人のランナーがフルマラソンに参加
した。しかし、その競技レベルはトップランナー
からフルマラソンを走るのが初めてという一般市
民ランナーまでと幅広い。またフルマラソンは
トップランナーでも 2 時間以上にわたる競技時間
で、東京マラソンでは制限時間が 7 時間と非常に
長い。その間に天気や気温が変化することもあり
うる。また、周回コースではないので、沿道に数
多くの救護所を設置する必要がある。そのような

図１

大きな大会において、一定レベル以上の医療サー

東京マラソン2011の救護体制

ビスを提供するために、医療スタッフの充実およ
びさまざまな施設に属する医療スタッフに対して

救護所のみでは不十分である。心室細動に対する

分かりやすく使いやすいメディカルマニュアルの

除細動の成功率は 1 分ごとに約 7 〜 10% ずつ低

作成に努めた。全医療スタッフにメディカルマ

下する。除細動が心停止 1 分以内であれば救命率

ニュアルを事前に配布し、医事業務の統一化を

は 90% であるが、5 分経過すると約 50%、8 分で

図った。

は約 20%、10 分を経過すると 10% 未満となる。

2）

医療スタッフの業務として、次の 1）〜 4）を

ただし、心肺蘇生を行うことで生存率は、除細動

定めた。

に時間がかかっても 2 〜 3 倍に上昇する 。 そこ
3）,4）

で救護所間での事故に対処する目的で、モバイル
1）
 心 肺 停 止 ラ ン ナ ー に 対 す る 一 次 救 命 処 置

AED 隊、BLS 隊およびランニングドクターを配

（BLS）

置した。モバイル AED 隊とは AED を含む救急

2）応急処置（主に整形外科的、皮膚科的処置）

機材を背負った救命救急士等の有資格者が、自転

3）環境による疾病対策（脱水、熱中症、低体温へ

車でマラソンコース内を巡回し、傷病者発生時に

の対処）

直ちに現場に駆けつけ、必要であれば早期の BLS

4）一 般内科的問題への対応（虚脱、意識障害、

と除細動を行う 2 名 1 組のチームである。BLS 隊

低血糖、腹痛などへの対処）

とは救護所以外のコース沿道で 1km 毎に AED 等
資機材を持って配置につき、傷病者発生時には救

なお、救護所では応急処置を行うことを前提と

護所スタッフおよびランニングドクターと協力

しており、点滴などの治療が必要な場合には救急

し、必要であれば早期の BLS と除細動を行う 2

車で後方病院へ搬送することとした。

名 1 組のチームである。東京マラソンは後半の臨

東京マラソンではコース固定救護所を 20km 地

海部になると、アップダウンの橋が多くなる。そ

点までは 5km 毎、それ以降は 2 〜 3km 毎に設置

こで 36km 以降は AED の配置を 0.8km 毎とした。

することとした（図１）。スタート地点およびフィ

またマラソン大会の前半はランナーの通過が早め

ニッシュ地点に救護所を設置した。スタート救護

に終了するので、コース前半に配置されたモバイ

所はスタート前のランナーからの相談を受け、競

ル AED 隊・BLS 隊ともに配置場所で最終ランナー

技会参加に関して適切なアドバイスを行い、ス

通過後に AED を持って、第二配置場所へ再配置

タート直後の事故に対処することとした。マラソ

するシフト体制を取った。このシフトによりマラ

ンフィニッシュ地点の救護所はゴールしたラン

ソン大会の後半には、マラソンコース終盤にモバ

ナーを取り扱うこととした。合計 15 ヶ所の救護

イル AED 隊・BLS 隊が前半の倍以上の密度で多

所が設置された。

く集まることとなり監視体制が強化され、AED

しかし早期の BLS を実行するにはこれら固定

の密度が高まり、より安全な救護体制を作り上げ
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ることが出来た。ランニングドクターは日本医師

表2

マラソン大会における救命症例

ジョガーズ連盟に所属する医師が、コース内の一
部分を１km6 分または 8 分のペースで走った。途
中、ランナーに声をかけたり、傷病者発生時にい
ち早く対応する役割を担っていた。
3．東京マラソンにおける救護体制
①東京マラソン 2007 での救命事例
冷たい 2 月の雨の中で行われた第１回目の東京
マラソン 2007 においては、AED による救命事例
が 2 例あった。
近行われた東京マラソン 2011 では天候にも恵ま

１人は 38km 地点で心肺停止となった 59 歳の
男性である。この人は約 10 年前からマラソンを

れ、心肺停止例無く終了し、“公務員ランナー”

始め、過去に 10 回のフルマラソン、数十回のハー

が好記録を出して世界陸上テグ大会への切符を手

フマラソン参加歴があった。走り始めて 3 時間 20

にしたことは記憶に新しい。

分後に突然倒れ、心肺蘇生を施されながら近くの
4．AED 普及がもたらしたもの

救護所に運ばれ、AED により心拍が再開した。
もう１人は 41km 地点で心肺停止となった 58

2004 年 7 月より一般市民でも AED を使用でき

歳の男性である。この人も普段からランニングを
日課としており、フルマラソン経験者であった。

るようになったことにより、ロードレースにおい

スタートしてから 5 時間 40 分後に倒れ、自転車

ても AED を用いた救命事例が報告されるように

で巡回していたモバイル AED 隊の AED を用い

なってきた（表 2） 。しかしながら、救命できな

て一命を取り留めた。2 人とも社会復帰をしてい

い例もインターネットでのニュースで検索するこ

るとのことである。

とが出来る。

5）-7）

2009 年 11 月 8 日には 2 つの大会でそれぞれ
②東京マラソン 2009 での救命事例

１名の死亡例が生じた。１例は 2009 いびがわマ

東京マラソン 2009 では 2 例の心肺停止が生じ

ラソンでフルマラソンに参加していた 30 歳代後

た。１人は 35 歳男性で、スタートしてから 2 時

半の男性が約 22km 地点で倒れた。この男性は過

間 10 分後に 14km 付近で倒れた。直ちに心肺蘇

去 2 回のフルマラソンの経験があり、4 時間 45

生が施され、AED 装着時には心拍が再開してい

分のタイムを申告し、健康状態に問題ないとする

たために電気ショックは必要としなかった。もう

誓約書を提出していたそうである。もう１例は

１人は 41 歳男性で、スタートしてから 2 時間 25

2009 湘南国際マラソンで 10km の部に参加して

分後に 14.7km 付近で倒れた。ランニングドクター

いた 20 歳代後半男性が約 8km 付近で倒れた。

はその人が倒れる前から走り方がおかしいことに

ロードレースにおいて一定の割合で心肺停止例

気付いて注視していた。倒れた直後に直ちに心肺

が生ずることは前述の通りであるが、これらの症

蘇生を開始し、その後に到着したモバイル AED

例を蓄積し、詳細な検討を行うことにより、突然

隊が AED を装着し、合計 2 回の除細動により心

死の予防へとつながる可能性がある。そこで、日

拍が再開した。モバイル AED 隊、BLS 隊、ラン

本陸連医事委員会ではロードレースにおける心肺

ニングドクターと救護所の連携により、2 例とも

停止例に関する情報を集積するシステムの構築を

救命され、退院後に社会復帰している。なお、最

開始した。
8）
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５．ロードレース中の心肺停止例調査
調査は突然死を生じさせない対策を講じること
を目標として開始された。調査項目は大会の規模、
天候、
医療体制（スタッフ数、AED 配備状況など）、
心肺停止傷病者に関する情報などである（図 2）。
調査は 2010 年 10 月に開始されたばかりである
が、2011 年 5 月現在で 27 府県から情報が寄せら
れている。ここではその情報の中から 3 例を紹介

図3

マラソン大会の競技者注意事項の一例

図4

診断書の提出が義務づけられているパリマラソン2011

する。
1 例目は第 32 回千葉県民マラソンでハーフマ
ラソンに参加していた 50 歳代後半の男性がゴー
ル手前 50m の地点で倒れた。救護本部で待機し
ていた救急救命士が AED を使用した心肺蘇生を
施したが、搬送先の病院で死亡が確認された。死
因は心臓死の疑いとされた。
2 例目は第 13 回日吉ダムマラソン大会で 10km
にエントリーしていた 50 歳代後半の男性が 9.6km
地点で倒れたが、周囲のランナーや監察員に心
肺蘇生を受けている間に駆け付けた救急車内の
本調査では情報が寄せられなかったが、イン

AED を用いて心拍が再開した。
3 例目は 2010 いびがわマラソンでは、ハーフ

ターネットから別の心肺停止例に関する情報も入

マラソンに参加していた 20 歳代の女性がゴール

手している。インターネットは貴重なツールの 1

直後に倒れた。直ちに心臓マッサージが施され、

つであるが、ネット情報は真偽について慎重に検

ゴール地点救護所の AED を用いて蘇生した。

討する必要がある。しかし貴重な事例を収集する
契機となる可能性がある。
ロードレース参加者は事前に健康状態に関す
る誓約書を提出したり、健康管理については自
己責任で行うことが競技者注意事項に明記され
て い る（ 図 3）。 一 方、 ヨ ー ロ ッ パ で は ス ポ ー
ツ大会に参加するためには事前に健康に関す
る 診 断 書 が 必 要 と さ れ て い る。 フ ラ ン ス で は
1999 年に n 99–223 という法律が制定されてお
○

り、パリマラソンのホームページ（http://www.
parismarathon.com/）にもその旨が記載されて
いる（図 4）。しかしながら、診断書の記入例を
見ると、検査項目などは定められていない。従っ
て、個々の診断書の質や信頼性は十分なものと
は言い難い。
図2

ロードレース中の心肺停止例に関する調査票
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cardiac arrest: a graphic model. Ann Emerg Med 1993; 22: 1652–

おわりに

1658.
3) Valenzuela TD, et al. Estimating effectiveness of cardiac arrest
interventions: a logistic regression survival model. Circulation

開始されたばかりの日本陸連医事委員会の調査

1997; 96: 3308–3313.

は、ロードレース主催者の医療救護体制に対する

4) Swor RA, et al. Bystander CPR, ventricular fibrillation, and

意識を向上させるとともに、事例の蓄積により心

survival in witnessed, unmonitored out-of-hospital cardiac

肺停止事例の検討を行うことを可能とする。その

arrest. Ann Emerg Med 1995; 25: 780–784.

一方で今後に向けての課題も存在している。具体

5) 真鍋知宏：市民マラソン大会におけるAED配備の有用性、
臨床スポーツ医学 2009; 26: 281-287.

的には、本調査がどこまで心肺停止例の病因解明

6) 真鍋知宏：スポーツイベントにおける突然死対策 ロード

に迫れるか、ロードレース参加者の健康管理に対

レース、臨床スポーツ医学 2009; 26: 1367-1372.

する意識向上も不可欠である、健康診断書を提出

7) 鳥居俊、真鍋知宏：マラソン障害、新「名医」の最新治療

する際の検査項目はどうするのか、などである。

完全読本、朝日新聞出版、2011年9月発行

また、医療関係者のみならず、審判員やボラン

8) 真鍋知宏ら. 安全なロードレースをめざして―日本陸連医事

ティアも BLS を実施することが出来るように教

委員会の取り組み―. 心臓 2011; 43 suppl.2: 198–203.

育啓発活動を行うことも重要である。東京マラソ

9) 山澤文裕：各競技団体の突然死予防対策 陸上競技、臨床
スポーツ医学 2012; 29: 181–185.

ンでは主管の東京陸上競技協会が審判員に対して
BLS 講習会を受講するようにすでに努力してい
る。
9）

慶應義塾では 1998 年 12 月の志木高等学校での
マラソン大会において 2 年生が心肺停止となり、
救命出来なかったという事例がある。これを受け
て 1999 年 4 月から彼と同じ学年の生徒を対象と
して BLS 教育が開始された。そして 2002 年から
慶應義塾のすべての一貫教育校で BLS 教育が行
われている。
筆者もさまざまな競技団体のオリンピックレベ
ルの選手に対して、日常的にメディカルチェック
を行っている。特に競技中の突然死が多く報告さ
れているサッカーでは FIFA（国際サッカー連盟）
が厳密な項目を定めて心臓検診が行われている。
それでも昨夏サッカー元日本代表選手の急逝とい
う事例が発生し、社会的に大きな衝撃を与えてい
る。長年循環器専門医として臨床に携わり、数多
くの症例を経験してきたスポーツドクターの立場
として、さらなる努力が必要と感じている。
文献
1) Maron BJ, et al. Risk for sudden cardiac death associated with
marathon running. J AM Coll Cardiol 1996; 28: 428–431.
2) Larsen MP, et al. Predicting survival from out-of-hospital
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住環境が健康に与える影響について
―

縦断的研究に関する文献レビュー―
富田眞紀子、小熊祐子
ものの、実際に指導をうけるのは個人の自由意思

はじめに

となるため、受診者が少ないのが問題であるとさ
れている。

超高齢社会を迎え、医療費の高騰が大きな問題
となっている現在の日本において、
「いかに健康

特定健康診査・特定保健指導のような公共施策

に生きるか」が大きなテーマである。世界でも有

は、地域住民全体にとって最大限の効果を得るこ

数の長寿国であり、平均寿命も年々延伸している

とを目的としており、リスク状態で階層化し、リ

日本において、単に長く生きることだけではなく、

スクに応じた保健指導を行うことで効率化をは

健康で長く生きるにはどうしたらよいのかという

かっているため、リスクの低い人は特定保健指導

ことが重要となっている。そのためには、医学・

の対象にはならないという限界がある。よって、

科学の進歩も重要であるが、個人が自らの健康を

一人ひとりの個人が、より良い健康状態を維持す

維持し、促進するために健康行動をとることや、

るには、大きな健康上のリスクを持たない人に対

望ましい生活習慣を送ることが不可欠である。

しても、健康行動が促進されるような様々な側面
からの働きかけを考えることが重要となる。

個人の健康行動や、望ましい生活習慣に関連す
る要因として、収入・職業などの経済的要因、ソー

近年、こうした個人の健康行動促進・維持のた

シャルサポートの有無などの社会的要因、個人の

めの要因として、新たに個人の生活の場となる物

性格特性などの心理的要因などが報告されてい

理的環境要因の重要性が指摘されている 。 物理

る。このような研究報告を活用し、生活習慣病の

的環境要因とは、居住地区の地形、景観、人口密

リスク低減などを目的とした特定健康診査・特定

度、犯罪発生率、公共交通機関の普及状態、商店

保健指導制度が 2008 年度から開始されている。

や施設の有無、道路・公園などの整備状況などの

3）,4）

特定健康診査・特定保健指導は、メタボリック

個人を取り巻く環境のことである。こうした物理

シンドローム・内臓脂肪型肥満に着目し、その要

的環境要因は個人の生活と密着し、健康に大きな

因となっている生活習慣を改善するための保健指

影響を与えているものの、個人の努力で変えるこ

導を行うものである。対象者が自らの生活習慣に

とは難しい要因であり、現在の日本において十分

おける課題を認識して行動変容と自己管理を行う

に活用がなされていない領域である。

とともに、健康的な生活を維持することができる

日本を対象とした研究においては、世帯密度、

ようになることで、生活習慣病を予防することを

土地利用の多様性、サービスへのアクセス、景観、

目的としている。特定健康診査の結果に基づき、

治安などが、身体活動の中でも特に歩行時間と関

特定保健指導の対象者を選定し階層化することに

連していることが述べられている 。 また、数は

より、特定保健指導を必要とする者の状態に見

少ないが、食事、飲酒、喫煙などに影響を及ぼす

合った支援が行われている。特定保健指導の効果

環境要因についての研究も行われている 。 しか

については、津下（2011）によれば、体重を４％

し、従来の研究の多くが横断的研究手法を用いて

減らすと代謝指標に臨床的意味のある改善がみと

おり、環境と行動の因果関係についてまでは十分

められるなどの結果がでている。こうした効果が

に検討することは難しい。

5）,6）

1）

7）,8）

2）

よって、本研究では、環境と健康、健康行動と

みられている一方で、指導対象者は多く存在する
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の関連について検討した縦断的な研究を収集し、

１．方法

地域住民を中心とした集団に対する健康促進・維
持のための健康行動や、より良い生活習慣定着の

１．検索方法

ための働きかけの重要性を検討することを目的と

文献は、医学文献データベースの PubMed、医

する。環境が影響を与える健康の要素としては、

学中央雑誌、PsycINFO を用い、専門の司書に依

様々な領域が考えられるために、本研究では特定

頼し、検索を行った。検索制限により、研究の発

の二つの分野に対象を絞ることとした。第一分野

行年はデータベース全体を対象とし、研究対象者

としては、精神的・心理的健康である。人の健康

は人（成人）で、英語もしくは日本語で書かれた

に関しては様々な分類の仕方が考えられるが、大

研究を検索した。

きく分けて客観的健康状態（各種検査結果などか

対象とするアウトカムとしては①精神的健康・

らの健康状態の判断など）と主観的健康状態（自

主観的健康感、②ソーシャルサポート、とし、検

身に対する健康への評価など）の 2 点から考える

索のキーワードを決定した（表 1、表 2）。これら

ことができる。
「病は気から」という言葉が象徴

の検索方法に関して、専門家のレビューボードに

するように、人の健康状態には、個人の心理的側

よる議論の後、2010 年 9 月 15 日に検索を実施し

面が大きく影響を与える。そのため、個人の精神

た。検索・抽出の手順は図 1 のとおりである。

的・主観的健康を捉えることは重要であると考え
られる。第二分野としては、ソーシャルサポート
である。環境と健康を考える時に、ソーシャルサ
ポートの概念が重要な要素となる。ソーシャルサ
ポートとは、Caplan（1974）が提示した概念で、
人が人生上の危機に遭遇した時に、その人を取り
巻く家族や友人のサポートが重要であることや、
地域特性がその地域の住民の精神保健に大きな影
響をあたえること、地域の連帯や結びつきの強い
ところほど地域住民の精神保健が促進されること
から生じたものである。ソーシャルサポートが人
9）

図１

検索と抽出の手順

の心身の健康状態に影響を与えるということは、
日本においても多くの研究結果が得られており、
地域住民の健康状態を把握するための重要な要素

２．論文の選択

となっている 。 しかし、本研究で取り上げる環

1）一次スクリーニング

10）,11）

境とソーシャルサポートの関係については、どの

検索でヒットした論文に対し、文献タイトルと

程度まで研究として取り上げられているかは定か

抄録から①原著論文であること、②縦断的研究で

ではない。

あること、③調査開始時に環境要因を調査し、ア

以上から、本研究においては、環境が影響を与

ウトカムが精神的・心理的健康、ソーシャルサポー

えるアウトカムとして精神的・心理的健康、ソー

トであること、を条件とし、採択基準に該当しな

シャルサポートを対象とし、文献収集を行うこと

いと確実に判断される論文を文献リストから削除

とする。

した。
2）二次スクリーニング
一次スクリーニングで採択された論文につい
て、少なくとも 2 名の専門家が全文精読し、①研
究デザイン、②研究実施国・地域、③実施期間、
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４．考察

④対象者の特徴、⑤暴露環境因子とその調査方法、
⑥アウトカムと評価方法、⑦補正項目、⑧主な結

文献レビューの結果、健康・行動に好ましい影

果、⑨結論、の 9 つの情報を抽出・まとめるとと

響を及ぼす環境要因としては、主に①ソーシャル

もに、
採択基準に該当するか否かの判断を行った。

サポートを促進するような居住空間、②住居の安
全性、③居住地域の社会経済的状況、衛生状況、

３．結果

安全性、があげられ、インフラ環境に関する研究

検索の結果、979 件が該当した。これらの論文

が 4 件で、9 件は社会的環境に関するものであっ

に対し、第一次スクリーニングを行ったところ

た（重複あり）。精神的健康・主観的健康感など

81 件が、二次スクリーニングでは 11 件の論文が

に影響を与える環境要因としては、居住地域の人

該当した。この 11 件の論文を精読した結果を表

間関係が影響してくる社会的環境が大きな役割を

3 に示す。研究の実施国は米国が大半を占め、他

果たしていることが明らかとなった。
インフラ環境の論文の中では、住居の構造や質、

はフィンランドとカナダであった。
ソーシャルサポートは多くの研究で取り上げら

整備状態は、特に高齢者の入居者の精神的健康に

れていたが、環境と健康の介在変数や、健康への

重要であること、また、住替えを行う高齢者は主

影響要因として用いられているものがほとんどで

観的健康感が高いという結果が得られている。住

あり、アウトカムとして用いられている論文はみ

居は、個人の生活の拠点となり、最も個人と密接

られなかった。

な環境要因であるために、個人の精神的健康に影

22）

精神的健康・主観的健康感に有意に影響を及ぼ

響を与える要素となると考えられる。

している環境要因については、以下のようにまと

また、居住地域の社会経済的状況、トラブル、

められた。

騒音、交通量などは精神的健康に悪影響を与え、
居住地域の質を高めることがより良い精神的健康

1）  近隣者とのコミュニケーションを促進する家

へとつながるという関係がみられている。これら

の構造：特に玄関周りが歩道よりやや高いこ

の要素は精神的健康・主観的健康感だけでなく、

と、屋根付きの吹き寄せ部分があること、腰

高齢者の ADL    や施設入居率・死亡率

かける階段があること（抑うつ状態や不安感

の機能面の低下にも影響を与えるために、改善が

が低い）

望まれる要素であるといえる。居住地域の社会経

17）

12）

14）

など人

2）整備不良で手入れが行き届いていない家屋：部

済的状況をすぐに変えることは難しいが、騒音・

屋の壁・天井の劣化、プライバシーが守られに

交通量などは行政や地域の協力などにより改善し

くい間取り、室内温度調整の不備、階段が壊れ

ていくことも可能であり、施策や地域での取り組

ていたり、手すりがない等の危険箇所、子ども

みに取り入れることが望ましいと考えられる。
ソーシャルサポートに関しては、直接アウトカ

が遊びやすい空間が不足（心理的ディストレ

ムとなる論文は見られなかったが、周辺の住民と

ス、施設入居率、死亡率が高い）

13）,14）

のコミュニケーションをとりやすいような玄関が

3）居住地域の貧困、社会経済的状況、衛生状態

あることがソーシャルサポートの改善にもつなが

（抑うつ状態と関連）

15）,16）

り、抑うつ状態や不安感が低くなること、また、

4）居住地域の安全性、衛生面、騒音、美的環境

身体機能の維持につながることなどの結果が得ら

（身体機能、抑うつ状態と関連）

17）-19）

れている。採択されなかった論文においても、ソー

5）住居タイプと同居者の有無（居住状況の変化

シャルサポートは多く取り上げられており、ソー

（施設入居、引っ越し、死亡）と関連）

20）,21）

シャルサポートは環境と健康の介在変数として重

6）高齢者の住み替え（健康（身体的健康、機能

要な要素であるといえる。特に先行研究では、加

的障害、主観的健康）と関連）

22）

12）

齢に伴い友人との接触頻度が減少することなどが
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見出されており、高齢者の住居を検討するときに
23）

2) 津下和代. 特定健康診査と特定保健指導. 日本内科学雑誌 .

は、人間関係が活発となりやすいような構造を取

2011; 100(4): 903–910.
3) Wendel-Vos W, et al. Potential environmental determinants of

り入れることも有効だと考えられる。

physical activity in adults: a systematic review. Obes Rev. 2007;

アウトカムとしての精神的健康の評価は、抑う

8(5): 425–440.

つ状態等のネガティブな面を評価する研究が多

4) Saelens BE, et al. Built environment correlates of walking: a

く、QOL などポジティブな面を評価する研究は

review. Med Sci Sports Exerc. 2008; 40(7 Suppl): S550–566.

少なかった。精神的健康に悪影響を与える環境要

5) Inoue S, et al. Association between perceived neighborhood

因を明確にしていくことも重要であるが、例えば

environment and walking among adults in 4 cities in Japan. J Epidemiol.

日本のような超高齢社会においては、どのような

2010; 20(4): 277–286.
6) 齋藤義信, et al. 移動および余暇の歩行行動に関連する環境要

環境が精神的健康に良い影響を与え、QOL の高

因−藤沢市在住の60〜69歳を対象とした横断研究−. 運動疫

い状態で高齢期を過ごすことができるかというこ

学研究. 2011; 13(2): 125–136.

とも重要な点となる。採択された研究がすべて海

7) 健康づくりのための食環境整備に関する検討会. 健康づくり

外のものであったために、日本での研究が望まれ

のための食環境整備に関する検討会報告書. 2004: 1–26.

る点であるといえる。

8) Frieden TR, et al. A public health approach to winning the war

環境と健康に関する論文であっても、社会経済的

against cancer. Oncologist. 2008; 13(12): 1306–1313.
9) Caplan G. Support systems and community mental health. NewYork:

状況やソーシャルサポートなどが独立変数であるが

Behavioral Publications; 1974.

環境のハード面につながる変数が含まれていないも

10) 野口裕二. 高齢者のソーシャルネットワークとソーシャル

のや、対象となる居住地域が特殊であったり、住環

サポート-友人・近隣・親戚関係の世帯類型別分析. 老年社

境が主な要因となっていないものが多かった。また、

会科学. 1991; 13: 89–105

研究は参考になるが、横断的研究なものも多くみら

11) 村岡義明, et al. 地域在宅高齢者のうつ状態の身体・心理・社

れた。今後横断的研究で得られた知見を、より確実

会的背景要因について. 老年精神医学雑誌. 1996; 7(4): 397–407.

なものとするための縦断的研究が望まれる。

12) Brown SC, et al. The relationship of built environment to perceived
social support and psychological distress in Hispanic elders: the role
of "eyes on the street". J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2009; 64(2):

５．本研究の意義と限界について

234–246.

本研究では、環境と健康・行動に関するコホー

13) Evans GW, et al. Housing quality and mental health. J Consult

ト研究を収集し、分析した結果、環境要因と精神

Clin Psychol. 2000; 68(3): 526–530.

的健康（特に抑うつ状態）との因果関係を示すエ

14) Wentzel C, et al. Measurement of the inﬂuence of the physical

ビデンスがあることがわかった。しかし、精神的

environment on adverse health outcomes: technical report

健康・主観的健康についての研究は横断的研究が

from the Canadian Study of Health and Aging. Int Psychogeriatr.

かなり多く、エビデンスレベルとしてはまだ不十

2001; 13 Supp 1: 215–221.
15) Beard JR, et al. Neighborhood characteristics and change in

分であることが明らかとなった。採択論文では日

depressive symptoms among older residents of New York City.

本における論文はなく、特に低所得層が対象とな

Am J Public Health. 2009; 99(7): 1308–1314.

るものが多かったため、社会経済状況や居住環境

16) Cutrona CE, et al. Neighborhood context, personality, and

等が異なる欧米での結果を、そのまま日本の環境

stressful life events as predictors of depression among African

整備に反映することはできないということが限界

American women. J Abnorm Psychol. 2005; 114(1): 3–15.

としてあげられる。

17) Balfour JL, et al. Neighborhood environment and loss of
physical function in older adults: evidence from the Alameda
County Study. Am J Epidemiol. 2002; 155(6): 507–515.

文献

18) Mair C, et al. Cross-sectional and longitudinal associations
of neighborhood cohesion and stressors with depressive
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大学野球選手の守備中の認知評価プロセスに関する質的研究

大学野球選手の守備中の
認知評価プロセスに関する質的研究
布施

努

ここで仮に 2 人の典型的な選手を明示する。

はじめに
野球はメンタルなスポーツと言われている。あ

選手 A：もしボールが飛んできて僕が暴投してラ

るメジャーリーガーは野球の 80％はメンタル、

ンナーが帰ったら、チームは僕のエラーが原因で

なぜならばそのレベルまでいくとフィジカルな差

負けてしまう。僕はコーチの信頼を失いポジショ

異はほとんどなくなってしまっているからだと

ンを失うだろう。次の球は僕のところに飛んでこ

言 っ て い る。Smith and Christensen（1995） は

ないでくれ。

マイナーリーグの選手たちの心理的スキルと将来

選手B：さあ今こそ運命の時がやってきた。どん

のキャリアを調査した。その結果、プロとして長

なボールでも取ってやる。僕の守備を見せるチャ

く野球を続けることができる選手は高いレベルの

ンスが来たんだ。僕にできることはリラックスし

心理的スキルを持ち合わせていることを明らかに

て素早くボールに反応すること。さあ、ここに飛

している。

んで来い。

実際にスポーツとして野球を見てみると次のよ
この仮に提示した二人の選手は同じ状況にもか

うな特徴がある。

かわらず、とても違った反応をしている。この二
・チームスポーツ

人の選手の認知の差異を理解する為には、出来事

・攻撃と守備がはっきり分かれる

に直面した時とその反応との間に介入してくる認

・攻撃と守備では違う道具を使用する

知的プロセスと、その媒介するものの特性に影響

・プレイの合間に時間のインターバルがある

を与える種々の要素を考慮しなくてはならない。
Lazarus and Folkman（1984）は、このような個
人の差異を個々の認知評価の違いが一つの理由で

この中でも最も心理的に影響が出てくるのがプ

あるとしている。

レイの合間のインターバルである。野球において
投手はただ一人自分でペースを決められる存在で

この認知評価の差異は、例えばスローイングに

ある。一方打者は投手が投げてくる球を色々予測

ついても容易に見つけることが出来る。トスバッ

しながら待たなくてはならない。ただし、牽制球

ティングは野球の練習開始時に多くおこなわれる

を投げることを除いては必ず投手は打者に向かっ

練習である。多くの場合二人一組になり一方の選

て投球する。ところが、捕手を除く野手はいつ自

手が軽くボールを投げ、他方の選手がバットで打

分のところに飛んでくるかわからない球を待たな

ち返すという練習方法である。この練習でうまく

くてはならない。試合中に一度もボールが飛んで

ボールを投げられない選手がチームの中に数人存

こないこともある。この待つ時間が選手の心理に

在する。これはイップスと呼ばれる現象であり、

影響を与えるのである。ではその時間に選手は何

良いボールを正確に投げようとすればするほど、

をどう考え感じているのだろうか。

ストライクを投げられないのである。ところが同
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じスローイングでも選手が試合中のダブルプレー
の時はうまく投げられたりする。これはそのプ
レー中に選手がパフォーマンスについて考える時
間がないからである。つまり、時間が同じ選手の
認知評価に影響を及ぼしていると考えられる。
認知評価を考える上でストレスは主要な要因と
なっている。ストレスは主に次の 3 種類の概念に
よって定義することが出来る：（1）刺激による定
義、
（2）反応による定義、（3）関係性のシステム

図１

認知評価プロセス

と し て の 定 義（Lazarus & Folkman, 1984）。 今
までストレスは上記の刺激か反応としてとらえら

の 3 プロセスから成り立っている（図１）。一次

れることが多かった。しかし、認知評価を考える

的評価ではまず個人にとってその出来事が関係あ

上 で Lazarus and Folkman（1984） は、 ス ト レ

るかないかを判断する。関係あると判断される

スを人間と環境との間の関係として理解すること

と、次にはそれがポジティブ（良好な関係）かス

を強調した。すなわち、彼らはストレスを刺激や

トレスフルな関係か判断され、さらにストレスは

反応などの一方向的なシステムではなく、個人の

その個人にとって脅威なのか挑戦なのかを評価す

特質と環境での出来事の性質が相互作用する二方

る。スポーツ競技場面ではしばしばこの脅威と

向的なシステムしてとらえた。

挑戦の評価は同時に起こる（Campbell & Jones,

Lazarus and Folkman（1984）は、個人のスト

2002）。アスリートの認知評価もそのアスリート

レスコーピングプロセスは環境での対象となる出

がいかにその出来事を解釈するかに影響される。

来事に遭遇し、前後を含めた時間の経過とともに

その選手の出来事に対する価値、必要性、コミッ

同一個人内でどのようなことが起こっているかを

トメントなどにおいてより重要だと考えれば考え

明らかにすることによって理解できると指摘し

るほどより強い情動的反応が発生する（Lazarus

た。そうして彼らにより提案されたのがトラン

& Folkman, 1984; Smith, 1996 ）。

スアクションモデルである。本リサーチではこ

二次的評価においては一次的評価で関係あると

のトランスアクションモデルをベースに大学野

判断した出来事をどのような対処が可能か、また

球選手の守備中の認知評価を調査する。数多く

その対処方法が自分にとって可能であるか、問題

のリサーチがこのトランスアクションモデルを

となっている出来事に対して用いたストラテジー

ベースに行われ、選手のストレスやパフォーマ

がうまくいったかを判断するフェーズである。対

ンスの変化が解明されている（e.g., Anshel, 1990;

処方法には問題中心の対処と情動中心の対処があ

Crocker, 1989; Crocker, Alderman, & Smith,

る（Lazarus, 1994, 1999）。問題中心の対処は問

1988; Johnson & MaCabe, 1993）。

題の所在を明らかにしたり、それぞれ解決策を直

トランスアクションモデルをベースに試合中の

接当てはめてみたりする方法である。一方情動中

状況をとらえると、その状況はただ単にあるスト

心の対処はストレスフルな状況での情動的な苦痛

レス反応を引き起こすのではなく、選手個人のそ

を和らげようとするものであるが、問題そのもの

の状況の認知評価とコミットメントや信念、価値

は変わらない。実際のスポーツ場面は動的で複雑

感などの個人的特質の相互作用を引き起こす。そ

なため、このようなコーピングストラテジーは同

してこの相互作用から生まれる認知評価が選手の

時に使われる（Crocker, 1992; Gould, Eklund, &

行動、情動、反応に影響を及ぼすと考えられる。

Jackson, 1993）。

Lazarus and Folkman（1984）のトランスアク

再評価は、環境からの様々な新しい情報や自分自

ションモデルは一次的評価、二次的評価、再評価

身の反応から得た情報に基づいて評価を変えるプロ
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セスである（Lazarus & Folkman, 1984）
。このプロ

今回は大学野球内野手の守備中の認知評価プロ

セスで個人は一次的評価が正しかったかを確認した

セスを調査し、同じような条件下にもかかわらず、

り、コーピングストラテジーが不適切だったりした

選手の反応の多様性を明らかにし、そのプロセス

ことに気づく。そして認知評価プロセスは個人とそ

に影響を与える要因を調査する。調査には質的研

の状況の間で循環しながら繰り返される。

究方法を使い守備中の内野手の認知評価プロセス
に何が影響を与えているかを彼ら自身の言葉から

認知評価はストレスとコーピングプロセスの重

明らかにする。

要な構成要素である。ある出来事がその個人に
とってどの程度のストレスであるかは、個人と状

1．方法

況の要因が一致しある特定の交流を行った際に決
定 さ れ る（Lazarus & Folkman, 1984）。 ト ラ ン

1）対象

スアクションモデルでは認知評価を引き起こす要
因を人的要因と環境要因に分けている。認知評価

米国中西部の 5 名の大学野球選手をセレクトし

を引き起こした個々のストレスの要因を明らかに

た。彼らはＮＣＡＡデビジョン 1 で活躍しており、

するのはアスリートの認知評価を理解するのに重

全員内野手である。年齢は 19 歳から 21 歳の間で、

要になってくる（Anshel, 1990, Hammermeister

14 年から 16 年の野球経験がある。

& Burton, 2001）。
2）手順

Lazarus and Folkman（1984）は、人的要因は

・インタビュー

出来事に意味を与えると提唱した。人的要因は一

－それぞれのインタビューは 45–90 分の間で行

人ひとり個々にユニークでそれがストレスフルな

われた。

状況を評価しコーピングするのに影響している。
人的要因にはコミットメント、信念、経験の 3 つ

・それぞれの選手へのインタビューにバイアスを

の重要な要因が含まれる。一方、環境要因はそれ

無くし、標準化する為にインタビューガイドを

のみで状況の特性をランク付けすることはできな

事前に作成した。
・インタビューガイドには例えば次のような質問

い。しかし、認知評価は個人と環境の間のトラン

が記載されている。

ザクションの結果によるので、状況の正式な要因
を識別すことにより個人の様々な要因に特に関与

－守備中にあなたは何を考えていますか。

している諸特性を分類することにより、ある出来

－ゲーム中にほとんどボールが飛んでこない時
はどういう感じがしますか。

事に対する脅威と挑戦が決定される評価プロセス
を明らかにするのに重要になる。環境要因には状

3）分析

況、時間、出来事の不確実性、タイミング、社会

大学野球選手のインタビューには、守備中に選

的要因が含まれる（図 2）。

手の認知評価の要因、つまり守備中の出来事から
彼らが何を感じどういう考え方のパターンを作り
出しているかを理解する為の豊富な情報が含まれ
ている。これらを Patton（1990）が提唱し、Gould,
Finch, & Jackson（1993）がスポーツ科学研究用に
開発した質的研究技術を使って分析した。
データ分析は次の 5 ステップにて行われた。
１）レコーダーに録音されたインタビューを正確
図2

評価の原因となる先行要因

に言葉通りに文字として書き出す。
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＜経験－予測性＞

２）各研究者は書き出されたトランスクリプショ

 こいつは第一打席でライトフライを打ち上げた

ンとインタビューテープを何度も熟知出来る

な。次は一塁手へのゴロとセンター前か。たぶ

まで繰り返し読みそして聞く。
３）インタビューの中の重要と思われるテーマを

んこいつは右打ちしているんだなとわかるん

確定する。テーマ確定に際してはそれに関す

だ。だから次への気持ちの準備、ポジション取

る選手のそのままの言葉を引用した表を作成

りが出来て、ボールが飛んでくるのを待てるん

する。

だ。もし誰かワンプレーで混乱している奴がい

４）３）で出されたテーマの表を各研究者が持ち

たら……、そいつはまたそのプレーの場面から

より、内容の検討をしながらより広いテーマ

逃げたり、またエラーするね。それは前にやっ

にグルーピングしていく。

てしまったからなんなんだ。つまりその経験は
ネガティブで、精神的にどんどん自分に押し寄

５）最終的に選手の生の声からグルーピングしてい

せてくるんだ。

き、より大きなテーマに至る階層表を作成する。
２．結果と考察

内野手は以前の経験と現在起きていることをつ
なぎ合わせようとする。そうすることによって彼
らは自分の中のあいまいさを打ち消し、出来事を

結果、考察は Lazarus and Folkman のトラン

判断し、適切な行動を取り状況に対処する。

ザクションモデルのなかで指摘した、１）一次的
評価、
２）二次的評価、３）再評価をフレームワー

＜経験－新奇性＞

クとして議論する。

誰でも初めての試合は緊張するよ。何もできな
い……、これって僕はまったくもって本当だ

1）一次的評価
一次的評価は内野手が試合中に出くわした出来

と思うよ。もし振り返るものが何も無くって

事を、その出来事が選手にとって「今あるいは将

……、初めての試合だったら、色々なことをイ

来困ることなのか、あるいは良くなるのか、そし

メージするのも難しいし、練習だけで自信を持

てそれはどんな方法で」、といったことを個人的、

つのは難しいね。僕は実際ここに来るまで本当

環境的要因によって判断するステージである。選

にショートは一度もやったことがなかったん

手は試合中に起こる出来事に対して、その各々の

だ。なのに大きい試合でうまくショートをや

出来事が直接自分にかかわってくる危険なものか

るってことはすごく緊張するよね。

どうかを判断している。このステージのプロセス
で選手達が示した彼らの認知評価に与えている要

この内野手は認知評価に関する経験の質につい

因は、経験（予測性、新奇性）、信念、コミット

て言及している。すなわち試合での経験は練習で

メント、時間、状況、不確実性の 6 つの要因に分

の経験と違う。おのおのの違う経験は人的要因と

類された。

環境要因の組み合わせからなる複雑な記憶であ
る。練習中、試合中に発揮される選手の責任感や
監督、他の選手からの期待を同じように再現する

＜経験＞

のは難しい。

個人の経験を知ることが必ずしも正確に個人の
認知評価への影響を予測させるものではない。し

＜コミットメント＞

かしながら、認知評価の中で経験は重要な役割を
果 た し て い る（Lazarus & Folkman, 1984）。 経

コミットメントは諸刃の剣である。つまり、コ

験からの情報は記憶の中に蓄積され、その人の認

ミットメントは強いモチベーションも引き起こす

知評価に影響を及ぼす。

が、怖さを作り出すことにもなる。
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いくつかのコミットメントは両親やスポーツに

－傷つきやすさ
誰かがよく言うよね。たかが一回のゴロじゃな

よる奨学金などの社会的要因と関係している。こ

いかってさ。だけどね僕にとってはさ……なん

のタイプのコミットメントは外的な要因の何かに

ていうか……最後の……そうラスト一球って感

対する責任を含んでいる。ある選手は両親を将来

じてしまうんだよね。

援助しようと考えている。なぜなら彼は今までに
両親が彼にしてくれたサポートに感謝しているか
らである。他の選手はスポーツによる奨学金に対

この選手は野球へのコミットメントが強く、将

する強い責任を感じている。

来はプロ野球選手を目指していた。そのため、彼
のモチベーションは高かった。それゆえに彼の生

＜時間＞

活もその夢をかなえるためにあると言ってもよい

時間の要素は内野手にとって認知評価に影響す

状態であった。しかしながら、その強いコミット

る最も重要な要因の一つである。

メントが野球に関しての傷つきやすさも創出して
いた。この時点で野球は彼の生活の中で最も重要
なものである。この選手にとって野球に対するコ

－切迫度

ミットメントが強くなればなるほど、野球から生

ミスを取り返す時間は十分あると思っているん

じる脅威の可能性も大きくなってきたのである。

ですよね。だけど、終盤になってくるとプレッ
シャーがきつくなってきます。だってもう取り
返す時間がなくなってくるじゃないですか。

－頑張り
そうだね……居残りでバッティングをやる、守
備練習する……こうして自分のコミットメント

切迫度はその出来事が起きている時間に関係す

（やってやるんだというところ）を見せてるん

る。主にイニング、ランナー、複雑なプレーの 3

だ。そうすると自分がよくなっていく気がする

つにより内野手は切迫度を感じる。多くの内野手

……出来れば次のレベルにいければね。

は試合の終盤にストレスを感じる。なぜならバス
ケットボールやサッカーと違い試合時間による制

コミットメントの他のメカニズムは頑張りであ

限はない。その代わりに 9 イニング 27 アウトで

る。選手は目標に向かい、ポジティブな態度を維

試合が終了するというゲームである。それゆえに

持し、一生懸命連する自分のモチベーションをコ

内野手は試合の終盤でのミスは取り返す機会が十

ミットメントすることにより維持している。

分にないと感じてしまう。

－社会的要因

－時間的な不確実性

もし僕がプロ野球選手になったら、本当にたく

もし悪い日があったら、（試合に出ずに）ベン

さんのお金を手にするし、そうすれば両親なん

チに座っているかもしれないし、ダメな練習を

かも援助できる。そしたら僕の親はもうそんな

すればベンチアウトになるかもしれません。だ

に働かなくても済むし。

から考えてしまうんです。試合中ストレスを感



じちゃって思い切ってプレーできないんです。

僕 はいつもベストを尽くさなくてはなりませ
ん。なぜなら僕たちはいつもうまくない場合

Lazarus and Folkman（1984）は、時間的な不

……例えば（スポーツによる）奨学金を減らさ

確実性をある出来事がいつ起こるか分からない状

れてしまうとかがありうるからです。プレー中

況と定義している。これは、レギュラーメンバー

はいつも頑張っています。だってコーチにがっ

でない内野手に関係するかもしれない。レギュ

かりされたりしたらまずいじゃないですか。

ラーメンバーでない内野手は出場機会がいつやっ
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てくるかわからない。なぜならそれはコーチが決

問題中心の対処はストレスを何が引き起こして

めるからである。それゆえに、控えの内野手たち

いるかに直接働きかけ、それを変えようとする。

は自分のプレーに神経質になる。なぜならミスを

問題中心の対処は情報を集めその解決法を直接適

することによりすぐにベンチに下げられたり、次

用する。本リサーチで内野手はセルフトーク、ポ

の出場するチャンスが減るかも知れないと考える

ジティブシンキング、コミュニケーション、合理

からである。

的思考を使用している。

－集中

自分自身に「出来るはずだ」と話しかけるんだ

そのプレーをすることに集中している。それ以

……すごいよ、これを言った時は本当に出来

外は何も考えないようにしているよ。前あった

ちゃうんだ。だから守備中はほとんど自分に話

ことや次のイニングに起こることは考えずに、

しかけてるよ。「調子いいぞ！」とか「本当に

その瞬間に集中しているよ。

いい感じだ」とかね。

集中はもう一つのストレス評価に関する要因で

－情動中心の対処

ある。内野手は彼らの今するプレーにフォーカス

情動中心の対処はストレスフルな状況に対する

することにより集中を高めている。彼らは障害と

情動的な反応を抑える。この対処は直接問題に働

なったり、ネガティブになる考えを取り除くため

きかけはしないが、ストレスフルなトランザク

に目の前の状況のことを考え今その瞬間に集中し

ションに対する選手の意味づけを変える助けとな

ている。内野手によっては今に集中することと集

る。リサーチで選手は 8 種類の情動中心の対処ス

中力のポジティブな関係に気付いており、そのこ

トラテジーに言及した：音楽、深呼吸、注意をそ

とが認知評価に影響している。

らす、積極的な価値を見出す、コミュニケーショ
ン、合理的思考、ルーティーン

２）二次的評価
僕はこの前の試合でエラーしてしまった時に、

二次的評価は、一時的評価で判断した出来事に
ついて、選手が選択した対処方法すなわち「その

深呼吸をしましたね。それから球場でいつも見

ことについて何ができるのか」を評価するフェー

ているポイントに目をやりました。そうすると

ズである。
選手は試合中に起こる出来事について、

目の前がクリアになります……そう何かで拭い

何とかしてその状況を切り抜けねばならない。選

てしまったみたいに。

手はその状況で何が危うくなっているのか、一体
何が出来るのか、そしてその対処方法は思った通

3）再評価

り行くのかを評価する。以下は選手の対処方法の

再評価とは、環境からのさまざまな新しい情報

選択に影響を与えた要因、実際取った対処方法、

や、自分自身の反応に基づいて変えられた評価で

その対処法に対する選手の評価である。

ある。選手たちは学習やトレーニングを通じて長
期の時間をかけて評価を変える場合と、試合中の

＜選手の対処方法の選択に影響を与えた要因＞

守備中のインターバル時間やダッグアウトにてす

－経験

ぐに評価した出来事の再評価が始まる場合がある。

－結果
－社会的要因

< 長期再評価プロセス >
長期再評価プロセスは起きた出来事から時間的

＜選択された対処方法 / 対処方法に対する評価＞

なギャップがある。内野手は通常は過去の経験や

－問題中心の対処

練習からの情報をもとにその出来事をポジティブ
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・守備が重要視される

に再解釈し脅威を感じていた状態にある過去の出
来事を再構築する。時間的ギャップは情報を集め

－タスク

たり過去の出来事をより意識的に再評価すること

・複雑

を可能にする。

・準備できない
－メンタルタフなポジション

－学習

－他の選手からの期待

－練習

僕は個人的には野球の試合のすべての状況を準

－試合にでた時間

備するということはできないと思っています。

最 近ボールをうまく打てているので、自分の
フィールディングもちょっとずつ上がってくる

＜一塁手 / 三塁手＞

と思う。時間がたつにつれて俺はうまくなる

－役割

よ。俺はプレーする時間をたくさんもらえれば

・プレーする

フィールディングはもと良くなっていくよ。

・ランナーを釘づけにする
－タスク
・シンプル

＜短期再評価プロセス＞

・準備

短期評価プロセスはストレスフルな出来事を評
価してすぐに起こる。このプロセスは個人が状況

－野球はメンタルタフなスポーツ

をすぐに再評価し適切なコーピングメカニズムを

－ネガティブな自己評価

構築するダイナミックなプロセスである。これら

いつもはどのようなすべての状況も自分自身準

の再評価は意識下と無意識下の両方で行われる。

備します。コーチも選手全員にどんな状況でも
準備させることは可能だと思います。

－動いていない時間
３．まとめ

－考え
ダックアウトに戻るときにこんな風に考えるこ
とがあるよ。俺はあの時に何を考えていたんだ

今回の研究は限られた対象者の米国における検討

ろうって、精神的に……。あそこで他のことを

である。それゆえに日本の大学生に当てはめるには

考えられたはず。だからさ、メンタルミスをし

文化的差異などを考慮する必要があることに留意が

てしまったときになぜそうしてしまったかを探

必要である。選手と環境、出来事はこのように試合

そうとするのさ

中にダイナミックに双方向から相互作用を起こして
おり、質的研究はその際の選手の認知評価プロセス

４）守備位置による特性

に関する膨大かつ興味深いデータを与えてくれる。

スポーツにおいては、どこのポジションでプ

トランスアクションモデルは、内野手の認知評価を

レーするかは、認知評価に重要な影響を与えてい

理解する為の効果的なフレームワークである。加え

る。インタビューでも二遊間の選手は、一塁手、

て、今回の研究ではポジション特性も選手の認知評

三塁手と比べていくつかの点で違った反応を示し

価に影響を与えていることが確認された。野球選手

ている。

は他のスポーツより複雑な認知評価の決定要因を持
つのかもしれない。これは他の多くのチームスポー
ツがディフェンス、オフェンスのどちらかに専念し

< 二塁手 / 遊撃手 >

ていたり、両方ともほとんど同様な技術を使うのに

－役割
・リーダー

対して、野球では攻守両方に責任があり、全く違う

・コントロール

道具や技術を要求されることによるのかもしれな
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内野手のコーピング方法の選択に影響を与えてい

for coping with stress in a simulated golﬁng task. International

ることも分かった。そして、直面する状況と内野

Journal of Sport Psychology, 24, 30–48.
10) Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods.

手のコーピングプロセスの関係が二次評価におい

(2nd ed.). Newbury Park, CA: SAGE Publications.

ては重要であることを示している。

11) Lazarus, R. S. (1994). Passion and reason. New York: Oxford

本リサーチではコーピングは様々な人的要因、

University Press.

環境要因、認知されたストレスの多面的な評価を

12) Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New

含む複雑なプロセスであることを示している。様々

York: Spring Publishing.
13) Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and

な要因がこのプロセスに影響を与えている。本リ

coping. New York: Springer Publishing.

サーチにより明らかになったことをアスリートの

14) Smith, R. (1996). Performance anxiety, cognitive interference,

パフォーマンス向上のために、コーチやスポーツ

and concentration enhancement strategies in sports. In I.

心理学者が認知的アプローチを実施する際いかに

G. Sarason, G. R. Pierce, & B. R. Sarason (Eds.), Cognitive

現場で使用していくかが今後の課題である。

interference: Theories, methods, and findings (pp. 261–283). Mahwah,
NJ: Erlbaum.
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平 成 2 3 年 度 の 主 な 活 動 報 告
人

１

事

（1）教員の任用
① 平成23年4月1日付
真鍋

知宏（スポーツ医学研究センター・専任講師）

前職：杏林大学医学部第二内科（循環器内科・講師）
木下

訓光（スポーツ医学研究センター・専任講師）の後任

② 平成23年10月1日付
橋本

健史（スポーツ医学研究センター・准教授）

前職：月が瀬リハビリテーションセンター・准教授
大西

祥平（スポーツ医学研究センター・教授）の後任

（2）教員の昇格
勝川

史憲（平成23年10月１日付

大学教授（スポーツ医学研究センター））

（3）特別研究教員（有期所員）の任用
経済産業省平成22年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出調査事業
「健康増進のための住宅づくり」調査により
富田

眞紀子（常勤）（平成22年10月1日～平成24年3月31日）

＊上記期間で契約解除後、引き続き研究員（無給）として任用予定
（4）兼担所員・兼任所員・研究員（無給）の任用 または 重任
① 兼担所員（重任）
湯本

典子（文学部・心理学・助教）（平成23年4月1日～平成25年3月31日）

② 兼任所員（平成23年度 新規任用）
木下

訓光（法政大学 スポーツ健康学部 スポーツ健康学科・教授）

武田

純枝（東京家政大学 家政学部 栄養学科・教授）

渡邊

智子

宮本

佳代子（千葉県立保健医療大学 栄養学科・准教授）

平澤

マキ

井上

小百合（大森赤十字病院医療技術部付課長・管理栄養士、糖尿病療養指導士）

満田

浩子

今井

丈

（千葉県立保健医療大学 栄養学科・教授）
（千葉県立保健医療大学 栄養学科・准教授）
（千葉県立保健医療大学非常勤職員・管理栄養士、糖尿病療養指導士）
（国際医療福祉大学 保健医療学部 理学療法学科・専任講師）
（以上8名、平成23年4月1日～平成25年3月31日）

③ 研究員（無給）（平成23年度 新規任用）
岩村

暢子（アサツー

ディ・ケィ

200Xファミリーデザイン室・室長）

隅田

祥子（理学療法士）

齋藤

義信（公益財団法人藤沢市保健医療財団藤沢市保健医療センター）

（以上2名、平成23年4月1日～平成24年3月31日）
（平成23年7月1日～平成24年6月30日）
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④ 研究員（無給）(重任)
高木

聡子（厚労省認定ヘルスケアトレーナー）

石橋 秀幸（ホロスクリエイション・ストレングストレーナー）（平成24年1月27日 会社名変更、61ページ参照）
伊藤

譲

（全日本スキー連盟科学サポートコーディネータ）

布施

努

（株式会社 ティアウェイ代表取締役・スポーツ心理学）

山下

光雄（管理栄養士）

若野

紘一（整形外科医師・元川崎市立井田病院理事）
（以上6名、平成23年4月1日～平成24年3月31日）

橋本

玲子（株式会社Food Connection代表取締役・管理栄養士）

増田

元長（株式会社スポーツワークス・セールスマネージャー）（平成23年4月1日 会社名変更、61ページ参照）
（以上2名、平成23年8月1日～平成24年7月31日）

（5）研修生の受け入れ
平井

悠斗（JPFストレングス工房研修生）
（平成22年11月1日～平成23年10月31日）

（6）所長・副所長の重任
所

長

戸山

芳昭

副所長

勝川

史憲
（任期：平成23年10月1日～平成25年9月30日）

（7）運営委員の交代
保健管理センター所長

齊藤

郁夫（平成23年9月30日まで）

保健管理センター所長

河邊

博史（平成23年10月1日より）

（8）専任職員の産前・産後休暇および育児休職中の産休代理
萩原

彩（保健師）

産休代理
菱沼

（休職：平成24年3月8日～平成25年3月31日）

株式会社メディカルアソシアより派遣

真千子（保健師）

（期間：平成24年2月23日～平成25年3月31日）

主たる活動（平成23年度特記事項）

２

（1）塾内を対象とした主な活動
【教育】
健康マネジメント研究科講義「臨床入門」、「老年医学」「バイオメカ」
看護医療学部講義「健康論｣
体育会学生対象スポーツ医学基礎講座（年10回）
① メンタルトレーニング
② スポーツと貧血
③ 熱中症予防（必須講座として6月に2回実施）
④ 下肢の怪我予防、運動時の靴の選び方
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⑤ スポーツと栄養入門編
⑥ スポーツと栄養基礎編
⑦ スポーツと栄養実践編
⑧ オーバートレーニングとその予防
⑨ 体組成 勝てる身体づくり
⑩ 有酸素能力とトレーニング VO2max,AT,LT
他省略
【臨床】
運動教室の開催（教職員メディカルチェック受診者対象、前期・後期各10回）
体育会学生・生徒に対するメディカルチェックおよび体力評価、トレーニングメニューの開発、最大
酸素摂取量、断層心エコー、体脂肪測定、血液検査、他
体育会学生に対する一般健診（大会前健診）
体育会学生・生徒に対するトレーニングおよびリハビリ、コンディショニング指導
理学療法士（2名、外部委託：各々週1～2回）による塾内体育会選手（一部高校生含む）の整形外
科的障害の予防とリハビリ、トレーニング指導
体育会学生に対するメンタルトレーニング指導
メンタルトレーナー（外部委託：週1回）による塾内体育会選手・チームの心理面強化に関わる事業
体育会学生の練習中の怪我に対する対応システムの構築（体育会事務室他との連携による）
他省略
（2）研究および塾外からの主な受託業務
【研究】
ラクトフェリン摂取の運動への効果検討のための介入研究
健康づくりのための運動基準改訂のためのシステマティックレビューの一部
超高齢者の身体活動量 その評価法と体力・健康状態・QOLに及ぼす影響について
集合住宅における健康サポートプログラムの効果検証（無作為化比較試験）およびサービスとしてのノ
ウハウの構築（三井不動産株式会社・イマジングローバルケア株式会社との共同研究）（継続研究）
メタボリックシンドローム･その予備軍における生活改善介入研究(継続研究)
私立大学戦略的研究基盤形成支援事業研究員（昭和音楽大学・舞台芸術センターバレエ研究所）
運動強度と食事の栄養組成が食欲関連消化管ホルモンに及ぼす影響の検討（継続研究）
加工油脂の健康関連の用途に関する検討(継続研究)
学生キックボクシング選手の脳震盪後のサポート・競技復帰の研究(継続研究)
他省略
【臨床】
スポーツ医･科学研究事業における研究分担協力（国立スポーツ科学センター）
フットサル選手の循環器検査業務（府中アスレティックフットボールクラブ）
平成23年度国民体育大会神奈川県代表選手の健康診断、他（神奈川県体育協会）
相撲力士の循環器検査・体脂肪測定および循環器外来医師派遣（日本相撲協会）
スポーツ医科学委員会医科学サポート事業（神奈川県体育協会）
全日本スキー連盟医科学・情報委員
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日本アイスホッケー連盟理事
日本アイスホッケー連盟医科学・安全管理委員会委員長
国際アイスホッケー連盟chief medical officer
アイスホッケー女子世界選手権（Division II group B）medical supervisor
日本スケート連盟医事委員
平成23年度スピードスケート医科学スタッフ・スポーツドクター
第13回IAAF世界陸上競技選手権日本代表役員
日本オリンピック委員会情報・医・科学専門部会医学サポート部門員
日本陸上競技連盟維持委員会委員、強化委員会情報戦略部副部長
一般財団法人東京マラソン財団医療救護委員会委員
ベネッセチャイルドケアセンター日吉

平成23年度運営委員

藤沢市健康増進専門部会委員
公益財団法人藤沢市保健医療財団倫理委員会委員
他省略
【教育】
健康運動指導士養成講習会講師（年10回）（健康･体力づくり事業財団）
港区民大学講師（港区スポーツふれあい文化健康財団）
日本臨床スポーツ医学会編集委員
日本体力医学会編集委員
日本肥満学会専門医試験問題作成委員
昭和音楽大学・短大バレエコース講師
特定検診･保健指導事業従事者養成研修講師（東京都保健福祉財団）
第16回糖尿病診療を語り合う会講師
第35回近畿・糖尿病の自己管理を考える会学術講演会講師
NPO日本食育インストラクター研修会講師
日本相撲協会・力士対象研修会講師
日本糖尿病療養指導士認定機構・糖尿病療養指導士養成講習会講師
糖尿病治療研究会・医療スタッフのための糖尿病セミナー講師
第35回ふくおか市民糖尿病教室講師
新宿区保健センター・メタボリックシンドローム予防講習会講師
山形県市町村共済組合健康セミナー講師
健診、レセプトデータ解析事業アドバイス等（みずほ情報総研）
日本体育協会公認スポーツドクター養成講習会講師（日本体育協会）
東京スポーツ・レクリエーション専門学校スポーツトレーナー科講師
体験実習（最大酸素摂取量測定他）（神奈川衛生学園専門学校）
施設見学・スポーツ医学講義（法政大学スポーツ健康学部）
医療衛生学部講義「医療学概論」（北里大学）
平成23年第6回かながわ健康支援セミナー講師
USMEFメディアセミナー「子どもの健康を育む食事と運動」講師
第12回神奈川東部整形外科症例検討会講師
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新聞連載記事広角鋭角“現代ランニング事情”取材協力（日本経済新聞）
収録協力“ウォーキングの効果と注意点”（読売テレビ）
NHK収録協力「おはよう日本」 “正しいウォーキングについて”
NHK国際放送収録協力“裸足ジョギングの効果と注意点について”
NHK「きょうの健康」ほか収録協力（NHKエデュケーショナル科学健康部）
健康ウォーキングイベント、企画内容アドバイス等（NHKエデュケーショナル）
他省略
  
その他

３

【発行物】
業績集

平成18年度（2006年度）～平成21年度（2009年度）

ニューズレターNo.6（平成23年6月24日発行）
2010年度公開講座「スポーツと健康」開催報告集（平成23年3月5日開催）
テーマ：転ばぬ先の知恵～転んで寝たきりにならないために～
体育研究所・健康マネジメント研究科と共同主催
協力：セントラルスポーツ株式会社、日吉メディカルクリニック
① 基調講演：転んで起きる困ったことと転ばないように今からできること
② ワークショップ１：気功と東洋医学(薬膳療法)から転倒予防を考える
③ ワークショップ２：中高齢者における転倒予防のための水中運動
④ ワークショップ３：健康歩き方講座～快適生活を目指して
⑤ ワークショップ４：転倒予防のための簡単にできる椅子体操
⑥ ワークショップ５：骨の知識（骨密度測定）
ニューズレターNo.7（平成23年9月27日発行）
研究紹介「安全なロードレースを目指して―ランナーを突然死から守る取り組み―」
ニューズレターNo.8（平成23年12月22日発行）
研究紹介「野球における目の「錯視」」
ニューズレターNo.9（平成24年3月23日発行）
研究紹介「裸足ランニングの効用についての最新知見」
【取り扱い検査件数】（平成24年3月31日現在）
総数4,947件
（内訳）
塾内部 3,426件（大学体育会部員 3,042件，教職員他 384件）
塾外部 1,521件（業務委託1,229件,その他 292件）
【公開講座】

＊平成23年度は読売新聞市民講座に体育研究所と参画

慶應義塾大学読売新聞市民講座「スポーツを楽しむために」（全7回）
主催：慶應義塾大学

共催：読売新聞横浜支局

第1回（10/8）「健康運動の概念の変遷」（石田）
第2回（10/22）「健康運動と食事の関わり：理論と実践」（勝川）
第3回（10/29）「中高年のための山歩き入門」（野口：体育研究所）
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第4回（11/5）「ウォーキングの楽しみ」（近藤：体育研究所）
第5回（11/12）「運動・食事の健康情報の読みとり方」（小熊）
第6回（11/26）「スポーツと遊びに関する文化的考察」（村山：体育研究所）
第7回（12/3）｢比較惑星学的思考法から考えるスポーツ｣（鳥海：体育研究所）
パネルディスカッション（コーディネーター

石手：体育研究所）

【研究発表等】
国内学会発表・講演等
第22回日本臨床スポーツ医学会学術集会
日本スポーツ心理学会第38回大会
第66回日本体力医学会学術集会
第14回運動疫学研究会
国外学会発表
第18回ヨーロッパ肥満会議
The 3rd Korean Society of Dance Science International Conference
研究助成金による研究
義塾資金（1件）
学事振興資金（勝川 史憲）
「食品の健康度と価格の関連：年代別，地域間格差を含めた検討」
義塾外（2件）
三井不動産株式会社との共同研究（小熊 祐子）
「健康増進のための住宅づくり」調査の詳細検討および集合住宅における健康サポートサービス
事業の企画開発研究
財団法人総合健康推進財団（小熊 祐子）
「超高齢者の身体活動量 その評価法と体力・健康状態・QOLに及ぼす影響について」
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2011 年

大学スポーツ医学研究センター運営委員
（平成 23 年 10 月１日現在）

１．所長

戸

山

芳

昭

２．副所長

勝

川

史

憲

３．医学部長

末

松

誠

４．文学部長

関

根

謙

５．大学病院長

武

田

純

三

6．体育研究所長

植

田

史

生

7．保健管理センター所長

河

邊

博

史

8．体育会理事

宮

島

9．医学部スポーツ医学総合センター長

松

本

10．志木高等学校長

下

村

60

司

秀

男

裕

専任教職員・兼担・兼任・研究員一覧

専任教職員・兼担・兼任・研究員一覧（平成24年3月1日現在）

専任教職員
職名

（平成24年3月1日現在）
職位・職種

氏名

所属

所長

教授

戸山

芳昭

常任理事

副所長

教授

勝川

史憲

スポーツ医学研究センター

所員

准教授

橋本

健史

スポーツ医学研究センター

〃

准教授

石田

浩之

スポーツ医学研究センター

〃

准教授

小熊

祐子

スポーツ医学研究センター

〃

専任講師

真鍋

知宏

スポーツ医学研究センター

有期所員

研究員

富田

眞紀子

スポーツ医学研究センター／（H22.10.1〜H24.3.31）

黒田

修生

日吉キャンパス事務センター運営サービス担当課長

事務長(兼)
職員

保健師

伊藤

千代美

スポーツ医学研究センター

〃

臨床検査技師

常川

尚美

スポーツ医学研究センター

〃

健康運動指導士

八木

紫

スポーツ医学研究センター

〃

保健師

萩原

彩

スポーツ医学研究センター／産前休暇（H24.3.8〜）

派遣職員

保健師

菱沼

真千子

スポーツ医学研究センター／産休代理（H24.2.23〜H25.3.31）

兼担所員・兼任所員・研究員
職名

（平成24年3月1日現在）

職位・職種

氏名

兼担所員

准教授

辻岡

南三子

〃

准教授

和井内

〃

助教

湯本

由充子
典子
孝明

所属
保健管理センター
保健管理センター
文学部 人文社会学科 心理学（実験心理学）

兼任所員

小谷津

千歳科学技術大学・理事長

〃

木下

訓光

法政大学スポーツ健康学部 スポーツ健康学科・教授

〃

武田

純枝

東京家政大学 家政学部 栄養学科・教授

〃

渡邊

智子

千葉県立保健医療大学 栄養学科・教授

〃

宮本

佳代子

〃

・准教授

〃

平澤

マキ

〃

・准教授

〃

満田

浩子

〃

・非常勤職員

〃

井上

小百合

大森赤十字病院 医療技術部・栄養課長

〃

今井

丈

国際医療福祉大学 保健医療学部 理学療法学科・講師

研究員

高木

聡子

厚労省認定ヘルスケアトレーナー

〃

石橋

秀幸

株式会社フェアプレイ データ 代表取締役

〃

伊藤

穣

全日本スキー連盟科学サポートコーディネータ

〃

布施

努

株式会社ティア ウエイ代表取締役（スポーツ心理学）

〃

山下

光雄

管理栄養士

〃

若野

紘一

整形外科医師

〃

岩村

暢子

アサツー ディ・ケイ200Xファミリーデザイン室 室長

〃

隅田

祥子

理学療法士

〃

橋本

玲子

株式会社Food Connection代表取締役（管理栄養士）

〃

増田

元長

株式会社ディスポルターレ・セールスマネージャー

〃

齋藤

義信

公益財団法人藤沢市保健医療財団藤沢市保健医療センター
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