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1.　遺伝子編集技術は遺伝子の任意の場所でそ
の配列を編集することができる技術である

DNAは糖リン酸主鎖が2本鎖らせん構造をし
ており，2本の糖リン酸主鎖は相補的な組み合わ
せの塩基対によって結合している。糖リン酸主鎖
に結合した塩基の配列は塩基配列と呼ばれ，塩基
配列がタンパク質の設計図である遺伝子を形作
る。タンパク質は細胞，臓器，器官の生理的な機
能そのものあるいはそれを形作る要素となるた
め，遺伝子はヒトの設計図と称される場合があ
る。遺伝子編集とは遺伝子を任意の位置（標的配
列）で切断しそれに続く修復反応によって遺伝子
配列の改編を行うことであり，文字通り遺伝子を
“編集”する技術である。
遺伝子編集技術は複数あるが，現在主流なのは

CRISPR-Cas （clustered regulatory interspaced 
short palindromic repeats-CRISPR-associated 
protein；クリスパーキャス）である。CRISPR-
CasはDNAを切断する分解酵素Casタンパク質
と，Casタンパク質を結合して標的配列へと導く
single guide RNA （sgRNA）からなる。sgRNA
はCRISPR （cr）RNA, trans-activating CRISPR 
（tracr）RNAおよび標的配列と相補的に結合す
るRNAがつながったRNAであり，これら二つ
（sgRNAとCasタンパク質あるいはCasタンパク
質のmRNA）を細胞内に導入することにより任
意の箇所でDNAに切断部位を導入することがで
きる（図1）。
一般に切断部位の修復には非相同末端結合と相
同組み換え修復の二つの仕組みがある。非相同末

端結合では自己修復機能により切断を修復する
が，多くの場合切断部に微細な欠失や挿入が生じ
る。相同組み換えの場合相同的な配列を利用して
修復がなされるため，より正確な修復がなされ
る。この際，相同的な配列を含むものの一部配列
が異なる鋳型DNAを人為的に導入することによ
り，修復部位に任意の配列に置換することも可能
ということになる（図2）。

2.　ヒト遺伝子多型の一つであるACTN3R/X
多型は加齢に伴う筋力低下と関連する

遺伝子は外的あるいは内的要因によりその配列
が変化することがある。中でも遺伝子配列の中の
塩基が一つだけ別な塩基に置き変わることを一塩
基置換とよぶ。このような遺伝子変異は悪性新生
物（がん）などの疾患の原因になることがある。
一方で一塩基置換の中には比較的高い頻度（1％
以上）で生物において発生する”ありふれた”変
異がある。このようなありふれた一塩基置換変異
のことを一塩基多型（single nucleotide polymor-
phism: SNP）という。αアクチニン3タンパク質
は骨格筋の中でも速筋を補強するタンパク質であ
る。αアクチニン3タンパク質の遺伝子である
ACTN3遺伝子には，SNPが存在する。ACTN3
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遺伝子におけるSNPの中でもR/X多型と呼ばれ
るものがあり，このSNPではR型の場合αアクチ
ニン3タンパク質は産生されるが，X型の場合αア
クチニン3タンパク質が産生されないことが知ら
れている。ACTN3R/X多型はアスリートのパ
フォーマンスとの関連性が数多く報告されている
が，同時に加齢性の筋力低下との関連性も報告さ
れている。我々は東京都世田谷区および神奈川県
横浜市青葉区の方たちを中心とする日本人1,227
名を対象とした研究から，ACTN3遺伝子がXX型
である55歳以上の方は同年代の方と比較して下
肢筋力が低値であることを見出した。すなわち加
齢性筋力低下に対してACTN3遺伝子多型あるい
はαアクチニン3タンパク質産生の有無が何らか
の影響を与えている可能性を見出した。この現象
を分子レベルで解明するにあたって，遺伝子編集
によりげっ歯類で同様の遺伝子変異を導入するこ
とを考えた。SNPは様々な遺伝子に存在し，高
血圧や糖尿病などの重要な疾患との関連性も指摘
されている。遺伝子編集によるヒトSNPの再現
は健康に関わる基礎研究という観点では有力なア
プローチ法になる可能性がある。

3.　遺伝子編集を用いたヒト遺伝子多型のげっ
歯類での再現の試み

以上のような背景から今回我々はACTN3R/X
多型の再現をラットにおいて試みることとした。
具体的にはラットActn3遺伝子を遺伝子編集によ

りノックアウトすることでヒトACTN3R/X遺伝
子多型をラットにて再現することを試みた。

Cas9mRNAは市販品を用いた（Sigma）。rat 
Actn3のexon3に対するcrRNAおよびsgRNA合
成は外部業者に委託した（ファスマック）。5週
齢のメスWistar‒Imamichiラットにセロトロピ
ン（25 IU，あすか製薬，東京）を腹腔内に投与
し，その48時間後にゴナトロピン（あすか製薬）

図 2.　CRISPR-Casによる遺伝子編集の原理

図 3.　マイクロマニュピレーターの外観
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を腹腔内投与し，交配経験済みオスWistar‒
Imamichiラット（動物繁殖研究所）と交配させ
た。その20時間後に卵管を採取し，膨大部より
受精卵を採卵した。受精卵は採取後ヒアルロニ
ダーゼ処理した後，M2培地（Sigma）中へ移し
た。マイクロマニピュレーター（ナリシゲ，東京）
（図3）によりCas9 mRNA（100 ng/microl）お
よびcrRNA（50 ng/microl）あるいは tracrRNA
（50 ng/microl）を顕微注入し（図4），M16培地
にて1時間培養した。その後，前日に偽妊娠した
8週齢メスWistar‒Imamichiラットの卵管采から
膨大部付近を切開し，おおよそ1卵管あたりおお

よそ10個の顕微注入した受精卵をキャピラリー
に充填した後卵管内に移植した。今年度は3回の
遺伝子編集を試みた。
遺伝子編集1回目（2017年8月10日）
Cas9 mRNA 100 ng/uL, Actn3 crRNA 50 ng/

uL（標的配列：GTGTGCCTGCCTTGCGCAGA），
tracrRNA 50 ng/uLとし12個の受精卵に顕微導
入し，偽妊娠ラットに移植した。結果的に2匹の
産仔を得たがいずれも遺伝子変異の導入が観察さ
れなかった。1回目の問題点として第一に受精卵
の採取数が少なかったことが挙げられる。この点
に関しては過排卵処理したラットを用いることが
挙げられた。
遺伝子編集2回目（2017年9月28日）
今回は1回目とほぼ同様の条件で遺伝子編集を
試みた。ただし前回得られた受精卵の個数がそも
そも低値であったため，過排卵処理ラットを用い
て得られる受精卵数の増加を試みた。また受精卵
採取方法に関してもより多くの受精卵が得られる
卵管還流法を用いた。その結果，50個以上の受
精卵を得ることに成功した。これらの受精卵に対
して1回目と同様の方法でCas mRNA,Actn3 
crRNA,trancRNAを顕微注入した後，1卵管あた
り10個ずつの受精卵を2匹の偽妊娠ラットに移
植した。結果的に18匹の産仔を得た。標的配列
前後の塩基配列をサンガー法にて解析したが，変
異の導入は得られなかった。

図 4.　顕微注入
ラット受精卵（図中央）に対してガラスキャピラリー
を用いてcrRNA, tracrRNAおよびCas9mRNAを導入
した

図 5.　得られた産仔（3週齢）
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遺伝子編集3回目（2018年2月20日）
これまで2回の実験では標的配列が連結した

crRNAと trancRNAおよびCas9mRNAの混合物
を注入していたが，3回目はcrRNAと trancRNA
および標的配列RNAが結合したsgRNAを用い
ることとした。過去2回は低コストであることを
重視して trancRNAおよびcrRNAの組み合わせ
で実験を実施していたが，sgRNAのほうが高率
に変異が入ることから新たにsgRNAを設計し
た。なおsgRNAの標的配列はGUGUGCCUGC-
CUUGCGCAGAであった。さらにアークリソー
ス（株）より今回凍結受精卵60個の供給を得ること
ができたため，受精卵採取の問題は回避された。
凍結受精卵を融解後，Cas mRNAとsgRNAを顕
微注入した。その後，1卵管あたり10個ずつの受
精卵を偽妊娠ラットに移植した。結果的に3匹の
産仔を得た（図5）。産仔が少なかった原因として
は凍結受精卵を用いたことが挙げられる。
これら3つの個体をそれぞれR1, L1, RL1と命

名し，これら個体の遺伝子編集部位を含むDNA断
片をPCR（polymerase chain reaction）法にて増
幅し，その増幅断片の長さの差を4％アガロース
ゲル電気泳動にて比較した。得られた結果を図6
に示す。

WTのPCRによる増幅断片と比較して全ての個
体のPCR増幅断片でバンドの位置の差が観察され
た。詳細はDNAの遺伝子配列の解析を待たなけ
ればならないが，現時点ではCRISPR/Cas9によ
る遺伝子編集が成功したことを強く示唆する結果
が得られているといえる。
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図 6.　PCR断片の４％アガロースゲル電気泳動像
 MW：分子量マーカー，WT：野性型
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1.　問題の所在
1.1　日本における子どもの現代的健康課題
周知の通り，日本では子どものからだと心が

「ちょっと気になる」「どこかおかしい」といわれ
て随分長い年月が経過してしまった。
この間の日本は，戦後の混乱期，高度経済成長
期を経て，「豊かな国」と称される国にその姿を
変貌させてきた。このような変化は，国民生活を
便利で快適なものにしてくれた一方で，新たな健
康問題を生み出し続けてきたのも事実である。こ
のことは，子どもの健康問題においても例外では
ない。あらゆる問題を解決するための第一段階の
作業は，その問題の所在を把握することにある。
そのため，まずは子どもの健康問題を概観してみ
たい。
日本の子どもが健康か否かを確認するのには，
諸外国にはない有用な資料がある。毎年の学校健
康診断の結果をまとめて，文部科学省から公表さ
れている『学校保健統計調査報告書』がそれであ
る。例えば図1には，学校健康診断の結果を基に
5歳，11歳，14歳における疾病・異常被患率の
年次推移を示した（子どものからだと心・連絡会
議，2017）。この図が示すように，1990年以前の
子どもはその8割以上が「う歯」に罹患してい
た。「歯科後進国」と称された所以である。ただ
その後は，改善の兆しを示していることから，小
学校での歯科保健指導をはじめとする種々の取り
組みが効果を上げていることが指摘されている。
代わって心配なのが「裸眼視力1.0未満」の推移
である。ご覧のように，11歳，14歳では第1の

健康問題に浮上している。一方で1995年度以降
の学校健康診断では，眼鏡やコンタクトレンズを
常用している者の裸眼視力検査を省略できること
になっており，そのような子どもはそもそもこの
検査の対象に含まれていない可能性がある。にも
かかわらず，第1の健康問題に浮上しているのだ
から，事態は一層深刻であることが容易に予想で
きる。
ただ，これだけ子どもの健康が心配されていな
がら，「う歯」と「裸眼視力1.0未満」の2項目を
除くと，それ以外の項目は多くても10％程度の
被患率である。何だか“奇妙”といえないだろう
か。ならば，体力・運動能力の問題なのかもしれ
ない。この点についても，日本には1964年以降
毎年実施されている体力・運動能力調査の結果が
蓄積されている。これもまた，国際的にも例がな
い貴重な資料である。図2には，測定項目が見直
された1998年度以降実施されている新体力テス
トの合計点の変化を示した（子どものからだと
心・連絡会議，2017）。ご覧いただいていかがだ
ろうか。小学生では緩やか，中高生では明らかに
上昇傾向を示しており，子どもの総体的な体力・
運動能力が心配な推移を示している様子は確認で
きないのである。やはり“奇妙”といえないだろ
うか。このような事実を基に，「日本の子どもた
ちの健康は，まったく心配ないのか」と問われる
と，なかなかそうとも思えない。

1.2　「からだのおかしさ」の“実感”への注目
このような状況の中，子どものからだと心に関
して保育・教育現場の教師が抱く“実感”を収集
した調査（通称「実感調査」）の結果は注目に値
する。
この調査がNHKと日本体育大学体育研究所と

日本体育大学体育研究所雑誌第 42 巻 pp. 1‒7（2017）

1 学校保健学
2 衛生学・公衆衛生学
3 母子保健研究室



2 野井・鹿野・鈴川・岡本

の共同調査として最初に行われたのは，1978年
のことであった（日本体育大学体育研究所，
1981）。その後も本学学校体育研究室や学校保健
学研究室が中心になって，これまでに10回の調
査が実施されてきた（正木・阿部，1996；阿部ほ
か，1996； 阿部ほか，2002； 阿部ほか，2011；
野井ほか，2016）。そして，2015年に行われた調
査では，心配されている多くの問題事象の背景に
前頭葉機能，自律神経機能，睡眠・覚醒機能と

いった“神経系”の問題が推測されている（野井
ほか，2016）。このような結果は，子どもの「体
力低下」に関する“実感”が自律神経系，免疫
系，ホルモン系といった防衛体力に対する心配に
起因しているとの報告（Noi, 2007）とも酷似す
る。
加えて，このような“実感”が多様化，深刻化

の一途を辿るアレルギー疾患の増加と無関係でな
いことは容易に想像できるし，低体温傾向（Noi 

図 1.　5歳，11歳，14歳における疾病・異常被患率の年次推移

図 2.　新体力テスト合計点の平均値の年次推移
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et al., 2003；中島ほか，2011）や睡眠問題（鈴
木・野井，2007；野井ほか，2008），生活リズム
の乱れ（Noi and Shikano, 2011）を指摘する報
告もそれらの“実感”が見当違いでないことを物
語っていると考える。

1.3　前頭葉機能の「おかしさ」への注目
他方，「体力低下」の“実感”との関連は指摘
されていないものの，実感調査の結果では前頭葉
機能の問題も推測されている。また，実感調査の
自由記述欄を分析した鹿野ほか（2016）の報告
では，自分や他者のからだ，健康に無関心である
様子，スマートフォンやインターネットに依存し
ている様子が心配されており，“心”の問題やそ
れにつながる前頭葉機能の低下が改めて推測され
ている。実際，われわれの研究室には種々の調査
依頼が保育・教育現場から寄せられるが，そこで
も子どもの「心」，いわゆる前頭葉機能を心配す
る声が数多く届けられている。このような事実
は，ヒトを人間たらしめているのが前頭葉機能で
あるといわれていることを考えると，決して見過
ごすことができないと同時に，子どもの前頭葉機
能の実態とそれに関連する諸要因の検討が喫緊の
研究課題であることを示唆している。
ただ，この点についても，本学には子どもを対
象にgo/no-go課題による型判定の調査を古くか
ら実施してきた実績がある（正木・森山，1971；
西條ほか，1981；野井ほか，2013）。図3は，そ
のような調査の結果，「不活発型」と判定された
者の出現率を示したものである（子どものからだ
と心・連絡会議，2017）。この図が示すように，
1969年調査では小学校に入学する頃になると2
～3割程度の子どもにしか観察されていないこの
タイプであった。ところが，男子ではその割合が
次第に増加していき，1998年調査では5割程度，
2007‒08年調査では7～8割程度に達している。
そればかりか，約半数の男子では不活発型のまま
中学校に入学しているとも推測できる。このタイ
プの子どもは，集中に必要な興奮過程の強さも，
気持ちを抑えるのに必要な抑制課程の強さも十分
ではない。そのため，集中を持続させることがで

きずに，“そわそわ”“キョロキョロ“していて，
落ち着きがないという特徴を有している。加え
て，1990年代以降の小学校で問題視されている
「学級崩壊」や「小1プロブレム」との関連につ
いても再三議論されてきた。
他方，興奮過程に比べて抑制過程が優位なた
め，自分の気持ちを必要以上に抑え込んでしまう
という特徴を有している「抑制型」の存在にも注
目が寄せられている（図4； 子どものからだと
心・連絡会議，2017）。実は，1969年調査では1
人も観察されなかったがこのタイプであった。と
ころが，1998年調査ではこのタイプの子どもた
ちが観察されはじめ，2007‒08年調査ではどの年
齢段階においても1～2割程度ずつ存在するタイ
プに変化している。この結果からは，このタイプ
に寄せられる「真面目でおとなしい子」「いわゆ
るよい子」といった印象が，「キレて」何らかの
事件を起こしてしまった男子や援助交際等の問題

図 3.　「不活発型」の出現率の加齢的推移
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行動にはまってしまう女子に寄せられる印象と酷
似しているということから，学校や家庭で“よい
子”を演じなければならないような抑圧的な環境
への心配が議論されてきた。
このように長年に亘って行われてきたgo/no-go

課題による型判定の結果は，本邦における子ども
の前頭葉機能，すなわち「心」の問題事象に関す
る議論に提供し得るデータをその時々で提供して
きた。しかしながら，2007‒08年調査から10年
間が経過した現在，この点に関する事実調査の遂
行が喫緊の課題であり，社会的要請であると考え
る。

2.　子どもの実行機能に関する先行研究の検討
日本体育協会は「日本の子どもをもっと元気に
したい，からだの健康だけでなく，心の健康も社
会性も身につけさせたい」とのことから，身体活
動の普及啓発に努めている。このような活動の背
景に，身体活動による効果の理論的根拠が脳活動

への影響も含めて数多く蓄積されてきたことは自
明の理といえよう。
例えば，Drollette et al.（2014）は，8～10歳
の子ども40名を対象に急性の身体活動として20
分間のトレッドミル歩行（最大心拍数の50～
60％）を実施し，フランカー課題を用いて課題
遂行中の脳波を分析している。それによると，フ
ランカー課題へのパフォーマンスが高い群では，
安静座位後と身体活動後の課題遂行中のP3振幅
に大差がないのに対して，パフォーマンスが低い
群では，身体活動後の課題の正答率が高く，P3
振幅が増加することを報告している。フランカー
課題は，前頭葉が司る実行機能の下位機能のひと
つである抑制を要する認知課題である（紙上，
2012）。したがって，フランカー課題へのパ
フォーマンスが低い群，すなわち，抑制制御能力
が低い者では身体活動の急性効果が期待できるこ
とを示唆している。加えて，身体活動がもたらす
実行機能への効果には個人差があり，そもそも抑
制制御能力が低い子どもにとってはそれが有益で
ある可能性を推測させる。
また，Hillman et al.（2006）は，15～71歳の

若年者から高齢者241名を対象に日頃の身体活動
量とフランカー課題への反応時間と正答率との関
連を検討している。その結果，年齢の影響を考慮
しても，日頃の身体活動量が多い者ほどフラン
カー課題への反応が速いことを報告している。
さ ら に，Donnelly and Lambourne（2011）
は，24校（実践校14校，対照校10校）の小学校
に通う子どもを対象に，教室内での身体活動と認
識，学業成績に関する大規模調査を実施してい
る。この調査では，Physical Activity Across the 
Curriculum（PAAC）と称するプロジェクトの
下，学校でのあらゆる授業（数学，国語，地理，
歴史および健康等）内で断続的な身体活動（3.0
～6.0METS，各10分間以内）を1週間に計90分
間実施し，これを3年間継続した際の身体活動
量，学業成績，BMIの変化を検討している。ち
なみに，このプロジェクトで実践している身体活
動とは，例えば数学の授業において，教室空間を
いくつかに区切り，ある問題への選択肢を各空間

図 4.　「抑制型」の出現率の加齢的推移
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に割り当て，正解と思う場所に子ども自身が動い
ていくことにより身体活動を促すという内容等で
ある。そして，3年間にわたる実践の結果，実践
群では平日の身体活動量だけでなく休日の身体活
動量が増加し，学業成績も改善する様子が報告さ
れている。また，子どもたちが1日の大半の時間
を過ごす教室という場所に注目して，あらゆる機
会に身体活動を促すような工夫をすることの重要
性を提案している。
以上のような先行研究は，広義に解釈すると身
体活動が前頭葉機能に好影響を与えるという結論
で一致しているといえる。加えて，Donnelly 
and Lambourne（2011）による報告は，教育現
場における実践という点で有益であり，実現可能
で具体的かつ効果的な対策を構築する際の重要な
足がかりになるといえるものの，どのような身体
活動がどのような対象に効果があるのかという点
は，それを追求し切れておらず，この点に関する
課題は残されたままといえる。
いずれにしても，いまや，体力や運動能力の獲
得，向上ということ以外にも身体活動に寄せられ
ている期待が小さくない。
他方，そのような身体活動を減少させる要因に

スクリーンタイムの増加が心配されている。その
ような中，前頭葉機能に及ぼすインターネット中
毒の影響についても見過ごすことはできない。
Lin et al.（2012）は，拡散テンソル画像を用い
て，インターネット中毒が疑われる者を対象にそ
の白質画像を検証している。それによると，イン
ターネット中毒者では広範囲に及ぶ白質異常，特
に眼窩前頭野や前帯状回での異常が観察されてい
る。そして，このような現象が薬物乱用症候群患
者と同様であることから，インターネット中毒者
では薬物中毒者と共通の神経生物学的メカニズム
が存在する可能性を指摘している。
周知の通り，本邦における子どものスマート
フォンやオンラインゲームの使用は増加の一途を
たどっており（日本学校保健会，2014），前頭葉
機能に及ぼす要因としてインターネット使用状
況，あるいはそれへの依存との関連を追及するこ
とも喫緊の課題であるといえよう。

3.　研究目的
以上の問題意識および先行研究を踏まえて，本
研究プロジェクトでは日本における子どもの前頭
葉機能（とりわけ実行機能）の実態とそれに及ぼ

表 1.　本研究プロジェクトで計画されているフィールド調査の概要

□対象：保育所，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，約20校園に在籍する子ども約4,000名（3～18歳）
□期間： 2018年2月～2019年6月
□測定・調査項目：
・go/no-go課題（午前中に実施予定）
　go/no-go課題は，脳活動の出力結果といえる実際の行動や活動を観察する実行機能，すなわち意志，意
欲，判断，集中等を司る前頭葉機能測定の一手法である。具体的には，決められた約束事にしたがって，
行動すべき刺激（go刺激）や抑制すべき刺激（no-go刺激）をランダムに呈示した場合の反応を収集し，そ
の誤反応数や反応時間等を観察する。
・フランカー課題（午前中に実施予定）
　go/no-go課題同様，実行機能測定の一手法である。具体的には，1）単純反応課題（RTs），2）選択反応
課題（RTc），3）フランカー反応課題（RTcon, RTincon）の3課題への反応時間から弁別時間，干渉時間
を観察する。
・生活状況等調査
　自作の質問紙調査票を用いて，各対象者の睡眠状況，身体活動状況，通学・学習意欲，インターネット
依存状況（Young, 1998）等に関するデータを収集する。

□検討事項：
・ 対象者の前頭葉機能の実態（go/no-go課題，フランカー課題により得られたデータの加齢変化の検討とgo/

no-go課題による型判定の結果の先行研究との比較）
・ 対象者の生活状況の実態（生活状況調査により得られた睡眠状況，身体活動状況，インターネット依存状
況の加齢変化の検討と先行研究との比較）
・対象者の前頭葉機能の状況に及ぼす諸要因の検討
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す諸要因を保育・教育現場での大規模フィールド
調査の結果を踏まえて明らかにすることを目的と
する。

4.　研究計画
3年間で計画されている本研究プロジェクトで
は，1年目（2017年度）にプレ調査の実施とそれ
を踏まえた本調査の計画，2年目（2018年度）に
本調査の実施，3年目（2019年度）に本調査の実
施と本研究プロジェクトのまとめを予定してい
る。
初年度である2017年度は，都内の公立小学校

1校に在籍する小学1～6年生を対象にプレ調査
の実施とともに，表1に示すような研究計画を立
案することができた。来年度は，この計画に沿っ
て本調査の実施に着手する予定である。
なお，本研究プロジェクトは，日本体育大学に
おける人を対象とした実験等に関する倫理審査委
員会の承認（第017-H092号）を得て行われてい
る。
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研究プロジェクト報告

高齢者の健康増進に関する研究

岡 本 孝 信 1・木 村 直 人 2・横 山 順 一 3・須永美歌子 1

は じ め に
内閣府の調査によると，日本の総人口に占める
高齢者の割合は27.3％であることが報告されて
いる。高齢化率の増加は医療費増加の要因と密接
に関係しており，高齢者の健康増進が医療費増加
の抑制において重要である。中でも悪性新生物や
心血管疾患などの生活習慣病が日本人の死因の上
位を占めており，その予防が喫緊の課題である。
また，認知症の有病者数も増加しており，その対
策が望まれる。
本プロジェクト研究では，高齢者の健康増進を
目的として行われており，本年度実施した研究成
果とともに，今後の研究に関して報告する。

1. 習慣的なハンドグリップ運動による中心動
脈スティフネスの低下が認知機能に及ぼす
影響

1-1.　高齢者の認知症と生活習慣病
世界保健機関は世界の認知症有病数は現在およ
そ3,560万人に上ることを報告している。また，
認知症の有病者数は年々増加し，2030年までに現
在の2倍の6,570万人，2050年までに3倍の1億
1,540万に増えると予測されている。一方，我が
国における認知症有病者数も年々増加し，2025年
には700万人を超えるとの報告がなされている。
したがって，認知症予防に対する対策が重要であ
る。
高血圧は認知症発症の原因の一つと考えられて
いる。中年期および老年期の高血圧は，血管性認
知症発症における有意な危険因子であることが

1988～2005年に実施された久山町研究において
報告されている（Ninomiya et al., 2011）。その
報告によれば，血圧が高くなるとアルツハイマー
病には影響を及ぼさないものの，血管性認知症の
相対的危険度が高まることが報告されている。

1-2.　血圧の低下と運動
血圧の低下に有効な運動として，ジョギングや
ウォーキングを始めとする有酸素性運動が効果的
であることは周知の事実である。したがって，有酸
素性運動は血圧低下に対する非薬理学的療法とし
て実施されている。有酸素性運動による血圧の低
下は3～5 mmHg程度である （Millar et al., 2014）。
一方，最大随意収縮力（MVC）の30％のハンド
グリップ（HG）運動は1回10分程度の運動を週
3～5回，8週間程度継続することで上腕収縮期血
圧が10 mmHg以上低下する （Millar et al., 2014）
ことが報告されている。このように，ハンドグ
リップ運動は有酸素性運動と比較して，大きく血
圧を下げる運動として注目されつつある。さらに，
われわれの研究において，8週間の定期的なHG運
動は大動脈血圧と大動脈スティフネス（硬化度）
を低下させることを明らかにした（未発表資料）。
このように，HG運動は末梢動脈のみならず。中
心動脈に好ましい影響を与えることが示唆された。
したがって，習慣的なHG運動による中心動脈ス
ティフネスの低下は認知機能の改善に有効な運動
である可能性が考えられる。

1-3.　本年度の研究内容
本年度は習慣的なHG運動が中心動脈スティフ
ネスを低下させ，認知機能の改善に有効か否かに
ついて検討した。

1-3-1　対象者
対象者は定期的な運動習慣や喫煙習慣のない

60歳以上（平均年齢： 75±3歳）の健康な男女を

日本体育大学体育研究所雑誌第 42 巻 pp. 1‒6（2017）

1 運動生理学
2 衛生学・公衆衛生学
3 社会福祉学
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対象とし，生活習慣病や慢性疾患を有するものは
除外した。表1に対象者の身体特性を示した。本
研究は日本体育大学倫理審査委員会の承認（第
017-H61号）を得て実施した。研究の開始に先
立って研究の主旨，内容および注意点について文
章および口頭にて説明し，研究へ参加する同意を
書面により得た。

1-3-2.　身体的特性
身長は，身長計 （YG-200，ヤガミ社製） を用い

て0.1 cm単位で測定した。体重および体脂肪率は
インピーダンス法により体組成計（Inbody770，
株式会社インボディ・ジャパン社製）を用いて測
定した。

1-3-3.　脈波伝播速度（PWV）
PWVの測定には，脈波伝播速度測定装置

formPWV/ABI（オムロンコーリン社製）を使用
した。本装置は，心音図，心電図，脈波および血
圧を同時に測定することで，動脈の硬化度を非侵
襲的に測定することが可能である。PWVの測定
に先立って，対象者を仰臥位にて20分間安静に
させた。なお，対象者は測定の4時間前から食事
および水を除く飲料の摂取を控えた。
本研究では頸動脈スティフネスの指標である大
動脈起始部（心臓）‒頸動脈間（hc）PWVを使用
した。hcPWVは以下の式より算出した。

hcPWV＝Lhc / Th

Lhcは大動脈起始部から頸動脈に当てたトノメ
トリーセンサーまでの距離を，Thcは第二心音か
ら頸動脈波形の切痕までの時間差を示す。

1-3-4.　血圧および心拍数
上腕動脈の収縮期血圧および拡張期血圧は血圧
脈波検査装置（株式会社オムロンコーリン社製，
form PWV/ABI）を用いて上腕にオシロメトリー
センサーを取り付けて動脈の血圧波形を記録して
評価した。頸動脈収縮期血圧は血圧脈波検査装置
（form PWV/ABI，株式会社オムロンコーリン社
製）を用いて頸動脈にトノメトリーセンサーを取
り付けて血圧波形を記録して評価した。心拍数は
両手首に心電図センサーを装着して評価した。

1-3-5.　トレイルメイキングテスト（TMT）
認知機能はTMT検査で評価した。TMTはpart 

A, part Bの順に実施した。Part Aは「1～25」
までの数字が書かれており，鉛筆で番号順に線で
つなぎ，Part Bは「1～13」までの数字と「あ～
し」までの平仮名があり，数字と平仮名の順に線
でつなぎ，その時間を計測した。測定では被験者
にはできるだけ速く行うように指示した。

1-3-6.　血液生化学データ
正中静脈より採血した血液から，血糖値，中性
脂肪，HDLコレステロール値およびLDLコレス
テロール値を測定した。

1-3-7.　HG運動トレーニング
HG運動トレーニングはメディカルグリップ

（大橋知創研究所製）を使用した。本機は内蔵さ
れたストレインゲージにより最大掌握における随
意収縮力を測定し，その収縮力をもとにHG運動
中の負荷の設定が可能である。HG運動は最大随
意収縮力の30％および10％強度において実施し
た。HG運動は先行研究（Millar et al., 2014）に
基づいて右手から開始し，1分間の休憩を挟んで
左右2回ずつ2分間のHG運動を行った。なお，
HG運動トレーニングの実施期間は8週間とし
た。

1-3-8.　統計解析
本研究におけるデータを平均値±標準偏差で示
した。HG運動前後の比較には対応のある t検定
を用いた。統計解析ソフトにはSPSS ver.24を用
い，p＜0.05を有意とした。

表 1.　被験者の身体特性

項目

身長（cm） 157.7±2.5
体重（kg） 54.0±2.7
体格指数（kg/m2） 21.5±0.9
体脂肪率（％） 23.9±2.2
総コレステロール（mg/dL） 214±9
HDLコレステロール（mg/dL） 68±6
LDLコレステロール（mg/dL） 125±7
中性脂肪（mg/dL） 94±17
血糖値（mg/dL） 97±7
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1-4.　結果
1-4-1.　頸動脈スティフネスおよび血圧の変化
図1にHG運動トレーニング前後のhcPWVの
変化を示した。hcPWVは8週間のHG運動にお
いて有意に低下した（p＜0.05）。

1-4-2.　頸動脈血圧および上腕血圧の変化
表2にHG運動トレーニング前後の頸動脈収縮
期血圧，上腕収縮期血圧および拡張期血圧の変化
を示した。頸動脈収縮期血圧および上腕収縮期血
圧は8週間のHG運動において有意に低下した
（p＜0.05）。

1-4-3.　TMTの変化
表3にHG運動トレーニング前後のTMT-Aおよ
びBの変化を示した。TMT-AおよびBは8週間
のHG運動において有意に低下した（p＜0.05）。

1-5.　考察
本研究では，8週間のHG運動において頸動脈

スティフネス，頸動脈収縮期血圧および上腕収縮
期血圧が有意に低下した。また，認知機能検査の
成績は有意に向上した。
先行研究 （Millar et al., 2014）においてHG運

動トレーニングは上腕収縮期血圧および拡張期血
圧を低下させることが知られている。本研究にお
いてもHG運動トレーニング後の上腕収縮期血圧
はトレーニング前と比較して有意に低下した。一
方，上腕拡張期血圧は有意ではないものの，低下
の傾向が認められた。本研究におけるHG運動ト
レーニング前の上腕拡張期血圧は81±3 mmHg
であり，正常高値に分類される血圧値よりも低い
値であったことが影響したものと考えられた。
一方，中心血圧である頸動脈収縮期血圧は8週

間のHG運動トレーニングによって有意に低下し，
中心動脈硬化度の指標であるhcPWVも8週間の
HG運動トレーニングによって有意に低下した。
このように，HG運動トレーニングは末梢動脈 （上
腕動脈）のみならず，中心動脈（頸動脈）に好ま
しい影響を与えることが明らかにされた。
さらに，本研究においては，TMTの成績が8

図 1.　HG運動トレーニング前後の hcPWVの変化
　*p＜0.05 vs. トレーニング前

表 2. HG運動トレーニング前後の頸動脈収縮期
血圧，上腕収縮期血圧および拡張期血圧の
変化

項目 トレーニング前 トレーニング後

頸動脈収縮期血圧
（mmHg）

147±6 137±5*

上腕収縮期血圧
（mmHg）

139±4 132±4*

上腕拡張期血圧
（mmHg）

 81±3 78±2

*p＜0.05 vs. トレーニング前

表 3. HG運動トレーニング前後の TMT-Aおよび
Bの変化

項目 トレーニング前 トレーニング後

TMT-A（秒） 33.2±2.9 27.9±2.3*
TMT-B（秒） 60.8±5.0 48.8±4.3*

*p＜0.05 vs. トレーニング前
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週間のHG運動トレーニングによって有意に向上
した。Smith et al. （2010）のメタ解析によると，
定期的な有酸素性運動 （ウォーキングやジョギング
など）は注意，記憶，実行機能などの認知機能を
向上させることが報告されている。習慣的な有酸
素性運動は血圧や動脈スティフネスを低下させる
ことが明らかにされている （Tanaka et al., 2000）。
したがって，本研究においてもHG運動トレーニ
ングが血圧や動脈スティフネスを低下させたこと
から，動脈機能の改善は認知機能を向上させるこ
とにおいて有効な運動である可能性が示唆された。

2. 地域在住高齢者を対象とした体力チェック
のパッケージ化に向けた研究

2-1.　高齢者福祉と健康寿命の延伸
LIFE SHIFT（ライフ・シフト）という本が出
版され，大反響を呼んでいる。そこに記載されて
いる「2050年までに，日本の100歳以上人口は
100万人を突破する見込み」，「2007年生まれの日
本の子どものうち半数が107歳まで生きる可能性

がある」という内容は大きな衝撃を与えている。
しかしながら，わが国の高齢化は確実に進み，よ
り長生きができる時代になってきているのは周知
の事実である。また，近年では「健康寿命」とい
うワードが頻繁に活用され，高齢者の関心も健康
寿命の延伸に注がれるようになってきているが，
長くなった高齢期を自分らしく行動し，心豊かに
生活したいというのは誰にも共通した願いであ
る。
したがって，高齢者福祉はその願いの実現を目
指すことが真の目的であり，突き詰めていくと高
齢期の「健康」に行き着くことになる。本学の社
会福祉学研究室では平成22年度より，横浜市青葉
区において地域在住高齢者を対象とした「はつら
つ体力チェック」を半年に1回実施し，今年度で
8年目，計15回の実施を数えている。この調査の
特徴は，地域の社会資源でもある地域包括支援セ
ンターを活用し，単に身体能力の測定だけではな
く，生活上の問題を確認する面接式のアンケート
調査を組み込んでいることである（表4）。

表 4.　はつらつ体力チェック測定及び問診票

「はつらつ体力チェック」測定及び問診の内容（75分/人）

1.　説明と事前チェック（10分）
 （1）検診内容等の説明
 （2）健康状態（申告内容の確認）
 （3）血圧・心拍数（測定）
 （4）ADL（日常生活動作の確認）
2.　体力測定（約50分）
 （1）身長（cm）
 （2）体重（kg）
 （3）体脂肪率（％）
 （4）骨密度（g/cm2）
 （5）握力（kg）★
 （6）上体起こし（回）★
 （7）長座体前屈（cm）★
 （8）開眼片足立ち（秒）…左右，最大60秒　★
 （9）ファンクショナルリーチ（cm）
（10） 記憶力チェック①（3つの物を選んで順番に並べる）
（11）手先による作業（オセロの裏返し）…（秒）
（10） 記憶力チェック②（思い出して並べる）…（点数化）
（12）10 m障害物歩行（秒）★
（13）6分間歩行テスト（m）★
（14）運動後―血圧・心拍数
 ★は，シニア体力テストの項目
3.　生活状況等に関する問診・アンケート（15分程度）
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2-2.　体力チェックの実際
一般的に地域住民を対象に実施されている体力
チェックは，結果を提示して終了，もしくは結果
に対する簡単な説明が行われるという形が多く，
説明も年齢ごとの平均値と比べて「優っている」
か「劣っている」という評価がなされていること
がほとんどである。高齢者の体力に関して，例え
ば80歳の人の平均値は何を意味するのであろう
か。寝たきりや要介護状態の人は体力を測定して
いないので，その平均値は測定できうる元気な高
齢者の測定値から求めているということになるだ
ろう。平均から多少劣ったくらいであってもその
年齢の中では相当に高い値ということにもなり，
平均との比較はあまり意味を持たないと言えよ
う。実際に体力チェックに参加している高齢者の
関心事も当初は平均との比較であることが多いの
であるが，「劣っている」人の多くは次回以降の
体力チェックに参加しなくなるという行動も多く
見受けられる。本来，体力チェックは対象者の次
なる行動へのプラスの動機づけにつながらなけれ
ば実施の目的を十分に果たさない。結果の説明の
仕方によって，マイナスの動機づけとなり，結果
として家に閉じこもって身体を動かさなくなると
いうようなことは避けなければならない。
「はつらつ体力チェック」では，結果説明会を実
施して平均との比較ではなく，自分の半年前の測
定値との比較を進めており，体力チェックに継続
して参加する方の割合を高く維持することができ
ている。また，回を重ねるごとにバージョンアッ
プを行い，現在では実施中の動作や結果の変化等
もチェックするようになっている。そして，そこ
で得られた情報を積極的に活用し，専門職である
保健師や社会福祉士からのアプローチによって早
期発見，早期治療等に繋がる事例が増えてきてい
る状況にあり，体力チェックが高齢者の健康寿命
の延伸に向けて確実に機能しているようである。

2-3.　現在の実施状況
数年前より，このような取り組みが口コミで多く
の自治体に伝わり始め，全国各地より体力チェッ
クの見学や実施依頼が舞い込むようになった。特
に地方の市町村においては，過疎化や高齢化が進

行する中で，医療や介護に要する費用を抑制した
いという切実な思いがあり，健康寿命の延伸につ
ながる取り組みへの関心は日増しに高くなってき
ている。しかしながら，こうした依頼に対して，
体力チェックを継続して実施していくためには，
人手や予算の問題もあることから，その多くをお
断りしているのが現状である。そこで，このよう
な状況を踏まえて，地域資源を上手く活用しなが
ら効率よく実施することができる新たな「体力
チェック」を開発し，それをパッケージ化するこ
とにより，必要とされる地域に導入することがで
きるのではないかと考えている。平成29年度は，
7月と12月に「はつらつ体力チェック」を実施し
たことに加え，8月には世田谷区奥沢地域におい
て異なるメニューでの体力チェックを実施 （30年
3月にも実施予定）し，積極的に各市町村からの
要望や情報収集を行った。

3. 今後の展望
HG運動に関する研究では，習慣的なHG運動
トレーニングによって血圧やPWVが低下するメ
カニズムを血管拡張物質（一酸化窒素など）や血
管収縮物質（エンドセリン-1など）を分析するこ
とで明らかにする。
認知機能に関する研究では，習慣的なHG運動
トレーニング前後の頸動脈血流，血管径および血
流量を測定することによって，脳への血流動態と
血圧やPWVの低下との関連を分析し，認知機能
向上のメカニズムを明らかにする。また，血圧，
PWV，ロコモ度チェックに加えて，各種体力測
定項目 （30秒間椅子立ち上がりテストや6分間歩
行など）とTMTを始めとする認知機能との関連
を詳細に分析する。
体力チェックのパッケージ化に向けた研究で
は，対象地域に本学が体育・スポーツ振興に関す
る協定を締結している岩手県宮古市を加え，これ
までの8年間で得られたデータやノウハウを活用
しつつ，実施効果はもちろんのこと，必要人員や
経費面等においても効率的に実施することができ
る「体力チェック」のパッケージ化に向けた研究
を進めていく。
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4. ま　と　め
本年度は習慣的なHG運動トレーニングが中心

動脈スティフネスと認知機能に及ぼす影響につい
て検討し，習慣的なHG運動トレーニングは動脈
機能と認知機能を向上させることが明らかにされ
た。
次年度はさらなる研究活動を推進し，高齢者の
健康増進に関する知見を集積する。
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