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研究成果の概要（和文）：本研究では，（1）高齢者を対象とした軽強度の有酸素運動が筋量増
加に及ぼす影響を検討し，高齢者の有酸素性作業能や筋量増加，下肢筋力の向上効果を認めた。
（2）異なる強度の間欠式トレーニングが骨格筋PGC-1αの遺伝子発現ならびに心負担に及ぼ
す影響を検証し，PGC-1αの遺伝子発現は運動強度に依存する傾向を示したが，高強度の運動
でも短時間に間欠式に行えば，心負担も少なく安全に実施できる可能性を示した。（3）軽強度
の有酸素運動による認知機能の改善効果，認知症非移行率について検討し，長期の運動継続は
認知症発症の予防や医療費の抑制効果を有することを明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）：This study clarified as follows: (1) low-intensity aerobic exercise 
training is effective for increase in aerobic capacity, muscle mass and muscle strength in 
elderly; (2) mRNA expression of PGC-1α showed a tendency to depend on the exercise 
intensity, but high-intensity short-term intermittent exercise may be safe with less burden 
on the heart; (3) a continued long-term exercise training has the effect of prevention of the 
incidence of dementia and inhibiting the increasing in medical expenses. These results 
suggest that our exercise program may contribute to the construction of a regional support 
system for the extension of health lifetime and elderly care prevention in elderly. 
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１．研究開始当初の背景 
 超高齢化社会に突入した我が国では，高齢
者の健康寿命の延伸が緊急課題である。健康
寿命短縮の原因は加齢に伴う有酸素性作業
能の低下とサルコペニア，脳機能の低下であ
る。有酸素性作業能の低下は心血管病のリス
クを高め，海馬容量の低下と関連するため，
有酸素性作業能を高めることは認知症予防
の観点から極めて重要である。一方，サルコ
ペニアは肥満や糖尿病，骨粗鬆症，転倒など
と直接的，間接的に関連することが知られて
いる。これらの背景から「持久性トレーニン
グによる有酸素性作業能の向上」と「筋力ト
レーニングによる筋量や筋力の増加」の両方
が推奨されているが，これら両方の改善には
異なるトレーニング法が必要となる。手軽に
負担も少なく，単一の運動様式でこれらを同
時に改善させることができれば，慢性疾患の
予防や改善にとっては極めて有用なものと
なる。 
これまで，運動トレーニングによりミトコ

ンドリア機能が向上し，有酸素性作業能およ
びインスリン感受性の改善効果が明らかに
されており，このような代謝適応は1回々々
のトレーニングにより誘導されるミトコン
ドリア蛋白質のmRNA増加により誘導され
る。PGC-1αはミトコンドリア蛋白質の
mRNA転写を誘導する鍵遺伝子であり，
PGC-1αの過剰発現マウスはミトコンドリ
ア機能，有酸素性作業能，インスリン感受性
の増加，神経−筋接合部が成長するとともに，
本蛋白質は神経切断により筋萎縮を抑制す
ることが報告されている。我々は，これまで
に極めて短い運動時間と4分の長いインター
バルによって構成される間欠式トレーニン
グで顕著なPGC-1α遺伝子の発現が誘導さ
れることを明らかにした。すなわち，PGC-1
αの発現する有酸素運動は，有酸素性作業能
とインスリン感受性を高め，筋萎縮を抑制で
きる可能性を示唆している。以上のことから，
様々な様式の運動でPGC-1αの遺伝子発現
が増加するかを探索することができれば，短
期間に最適な運動プロトコールを見出すこ
とができるとの発想にいたった。 
 
２．研究の目的 
 本研究では，（1）無作為化割付試験により
有酸素運動で筋量が増大するとの仮説を検
証する。（2）持久性トレーニングと間欠式ト
レーニングで異なる運動強度，持続時間，休
息時間，頻度による一過性運動時の骨格筋
PGC-1αの遺伝子発現の変化を検討し，それ
らの発現を運動習慣が形成しやすく安全性
の高い運動条件を見出す。本研究より，高齢
者のみならず，あらゆる世代にわたる健康体
力を高めるテーラーメードの効率良い運動
トレーニング法を示すことができる。（3）運
動習慣が形成しやすい運動手法により，高齢
者を対象とした介入研究を行い，有酸素性作
業能や筋量，認知機能の改善効果を検証し，

健康寿命延伸，介護予防のための地域支援シ
ステムを構築することを目的とした。 
 
３．研究の方法 
（1）軽強度有酸素運動が高齢者の筋量増加
に寄与するかを検証する無作為化割付試験 
＜介入方法＞ 対象者を無作為に軽強度の有
酸素運動を実施する群としない群に割付け，
筋量や筋力，有酸素性作業能，身体活動量の
変化について検討した。運動介入群は，運動
教室を実施し，教室や自宅で処方された個人
の体力に合わせた運動を実施した。ステップ
運動とスロージョギングを組み合わせた運
動で1週あたり180分を目標とした。 
＜評価項目＞ 有酸素性作業能は，心音を用
いた二重積屈曲点強度ならびに換気性作業
閾値（VT）強度時のメッツを用いて評価した。
身体機能は握力，膝関節伸展力，椅子立ち上
がりテスト，Functional reach test，垂直跳
び，開眼片脚立ち，Timed-up & go test，10m
最大歩行時間を測定した。身体活動量は，単
軸加速度センサー付き生活習慣記録器を用
いて，介入期間中の歩数，低〜高強度活動時
間を連続して測定した。 
 
（2）骨格筋PGC-1αの発現を誘導し，安全
性が高く，運動習慣が形成しやすい運動条件
の確立 
＜研究プロトコールならびに測定項目＞若
年健常者を対象に高強度（最大酸素摂取量強
度），低強度（VT強度），高強度と低強度の中
間（中等度）強度で間欠式トレーニングを実
施した。各強度の運動時間は，高強度で1分
間，セット間の休息は4分間とし計20セット
実施した。低強度と中等度強度は，高強度運
動と総エネルギー消費量が同程度となるよ
うに運動時間と休息時間を設定した。骨格筋
におけるPGC-1αのmRNA発現量を測定す
るため，安静時，運動直後，運動終了3時間
後に筋生検を行い，筋サンプルを採取した。
運動直後のリン酸化酵素の活性を定量化す
るため，Western blotting法を用いてタンパ
ク定量的解析を行った。運動中の心負担は，
心収縮力を反映する第一心音振幅と心拍数
の二重積を用いて評価した。 
 
（3）高齢者を対象とした介入研究による認
知機能の改善効果の検証 
＜介入方法＞ 福岡県那珂川町在住の65〜99
歳の高齢者のうち，本研究への同意が得られ，
介入前調査にて軽度認知機能障害（MCI）疑
いと判定されたものを対象とした。無作為に
ステップ運動を実施する群とストレッチン
グを行う群に割付け，有酸素性作業能や身体
機能，身体活動量，認知機能の変化について
検討した。ステップ運動を実施する群は，VT
強度の運動を週に1回，1回あたり60分の教室
を実施し，24週間行った。自宅でも運動がで
きるようにステップ台を貸与し，教室と自宅
で1週あたり180分を目標とした。ストレッチ



ング群は，1週に1回，1回あたり60分のスト
レッチングを中心とした軽強度運動の教室
を実施した。両群ともに，介入終了後も継続
して追跡を行い，2年後の認知機能について
も調査した。 
＜評価項目＞ 有酸素性作業能は，VT強度時
のメッツを用いて評価した。認知機能は，精
神状態短時間検査（MMSE）を用いて評価し
た。両群ともに介入前と24週後にこれらの評
価を実施した。脳MRI検査を行い，海馬周辺
領域の萎縮度を測定するVSRAD®法を用い
て脳萎縮度を評価した。 
 
４．研究成果 
（1）軽強度有酸素運動が高齢者の筋量増加
に寄与するかを検証する無作為化割付試験 
  山口県柳井市の高齢者を対象に長期（1年
間）にわたるステップ運動とスロージョギン
グを組み合わせた有酸素運動を実施した結
果，高齢者の身体活動量，特に高強度活動時
間が有意に増加した。また，運動介入を実施
した高齢者のうち，ベースライン時の有酸素
性作業能や下肢筋力が低いものほど，二重積
屈曲点強度時のメッツ，Timed-up & go test，
椅子立ち上がりテストの改善効果が大きか
った。また，福岡県那珂川町の高齢者を対象
に短時間のスロージョギングと歩行を組み
合わせた間欠式ジョギングによる運動介入
が有酸素性作業能ならびに筋量に対する効
果について検討した結果，運動介入群でVT
強度時のメッツや骨格筋量の指標である細
胞内液量，膝関節伸展力の改善が認められた。
これらの結果より，ステップ運動とスロージ
ョギングの併用や1分間の間欠式ジョギング
による運動介入により，高齢者の有酸素性作
業能や筋量増加，下肢筋力の向上が期待でき
ることを明らかにした（図1）。 

 
（2）骨格筋PGC-1αの発現を誘導し，安全
性が高く，運動習慣が形成しやすい運動条件
の確立 
 若年健常男性9名を対象に，異なる強度の
間欠式トレーニングが骨格筋PGC-1αの遺
伝子発現ならびに心負担に及ぼす影響につ
いて検証した結果，運動終了3時間後の
PGC-1αのmRNA発現量は，安静時に比べて
低強度で2.8倍，中等度強度で2.5倍，高強度

で6.3倍まで有意に増加した。低強度と中等度
強度の間に有意な交互作用は認められず，高
強度は低強度や中等度強度と比較して
PGC-1αのmRNAの発現が高い傾向を示し
た。AMPKの活性化に関連するACCのリン酸
化についても検討したところ，安静時に比べ
て運動直後は低強度で2.1倍，中等度強度で
3.1倍，高強度で3.9倍まで有意に増加したが，
有意な交互作用は認められなかった。すなわ
ち，ACCのリン酸化が全ての運動強度で確認
されたことから，いずれの強度の運動でも
AMPKが活性化され，PGC-1αの発現を誘導
した可能性が考えられる。さらに，心負担の
指標である第一心音振幅と心拍数の二重積
は，安静時に比べて運動中の平均が低強度で
2.7倍，中等度強度で2.8倍，高強度で4.6倍で
あり，高強度は低強度より高い傾向を示した
が，有意な交互作用は認められなかった（図
2）。本研究の結果より，骨格筋PGC-1αの遺
伝子発現は運動強度に依存する傾向を示し
たが，高強度の運動でも短時間に間欠式に行
えば，心負担も少なく安全に実施できるうえ，
AMPKの活性化とPGC-1αを誘導するうえ
で十分な刺激となる可能性が示唆された。 

 
（3）高齢者を対象とした介入研究による認
知機能の改善効果 
 横断調査では，本研究に参加した高齢者
1,073名の身体機能を測定し，身体機能低下
者では認知機能が低下していることを確認
した。そのうち脳MRIの測定が可能であった
80名において，身体機能低下がある高齢者で
は，脳萎縮度が進行していることを明らかに
した。 



介入研究では，MCIの高齢者20名を対象に，
無作為にステップ運動群とストレッチング
群に割り付けて24週の運動プログラムを実
施した。その結果，認知機能（MMSE）に関
しては両群ともに向上し，群間差は認められ
なかったものの，換気性作業閾値強度時のメ
ッツはステップ運動群で有意に向上した。さ
らに，両群ともに介入終了後も長期に運動を
継続してもらい，2年後の脳萎縮度を測定し
た結果，運動を継続したものでは認知機能が
正常に保たれていた（図3）。これまで，MCI
の高齢者を3年間追跡した研究では，約70%
が認知症に移行したと報告しており，本研究
でも運動介入非参加者ののうち12.8%（6名
/47名）は新規に認知症を発症していた。本研
究の結果より，MRIによる海馬周辺の脳萎縮
は認められず，長期の運動継続により認知症
発症の予防に貢献できる可能性が示唆され
た。 
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