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JAMA. 2011;305(1):50-58

目的：歩行速度と生存率の関係を評価すること

方法と参加者：９件の研究結果の総合解析で、追
跡期間６～２１年間、初期の歩行速度の記録が
ある共同生活している６５歳以上の３４、４８５名
の個人データ。

結果：17，582名が死亡。５年間の生存率は
84.8％、10年間の生存率は59.7％。歩行速度は

すべての研究で生存率と有意に相関があった
（0.88, p<.001）。75歳の時点での10年後の生存率
は歩行速度によって男性では19％～87％、女性
では35％～91％と大きく異なっていた。
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歩く距離、時間は重要
歩く速度はより重要！



認知症リスクは「歩幅」でわかる

• 東京都健康長寿研の研究チームはいまから約10年前、新潟県と群馬県
の2つの地域で、70歳以上の1149人を対象に調査

• 身体機能（握力、片足立ち、歩幅など）の計測と認知機能をテスト





（昭和30年度を1とする）

糖尿病患者急増

平成１９国民健康・栄養調査結果
糖尿病 ８９０万人
予備軍 １３２０万人
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一日に玄米四合と 味噌と少しの野菜を食べ
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DeFronzo, RA (Diabetes 1988; 37: 667-687)を改変（森谷）
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骨格筋は最も大量に糖質を燃焼する

インスリン標的臓器の内で
最大の血糖取り込み器官

全体の約70％を占める

糖尿病は筋の代謝疾患である！

糖は脳の主要エネルギー源
（総エネルギーの約２０％）

DeFronzo, RA (Diabetes 1988; 37: 667-687)

筋肉は糖尿病を予防・
改善する臓器である



.

神経可塑性
•シナプス伝達亢進

•長期記憶（ＬＴＰ）増強

•学習能改善

•シナプス蛋白合成促進

神経保護作用
•虚血損傷抑制

•神経軸索損傷抑制

神経栄養伝達
•神経細胞生存促進

•神経細胞分化促進

•神経細胞分岐促進

Cotman and Berchtold,Trends Neurosci., 25:295-301, 2002

運動で脳由来神経栄養因子は増加する



Cotman and Berchtold,Trends Neurosci., 25:295-301, 2002

運動で脳由来神経栄養因子は増加する



BDNF&PGC-1α

Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 298: R372–R377, 2010

脳由来神経栄養因子（ＢＤＮＦ）は、主な鬱病や
２型糖尿病患者で低下している。一過性の運
動は海馬と大脳皮質のＢＤＮＦ産生を増加させ
るので、持久性トレーニングが動脈と頚静脈の
採血で同定したヒトの脳からのＢＤＮＦ放出を
亢進させるとの仮説を検証した。



BDNF&PGC-1α

PNAS 108: 3017–3022, 2011

海馬は老齢期に萎縮し、記憶障害や認知症のリスクを
高める。海馬と側頭葉の容積は体力の高い成人の方が
大きく、運動トレーニングにより海馬の血液環流が増加
する。しかし、有酸素運動で老齢期の海馬にどの程度
の改善が見られるのか不明である。

１２０名の高齢者を無作為、コントロール試験を行った本
研究では、有酸素運動が海馬前部のサイズを増加させ
空間記憶の改善をもたらした。運動トレーニングにより、
加齢に伴う海馬容積減少の１，２年分に相当する２％を
可逆的に増加させたことになる。

まとめると、海馬は老齢期においても可塑性は維持され
ており、１年間の有酸素運動は海馬容積を増やすのに充
分であった。増加した海馬は、より高い濃度の脳由来神
経栄養因子や記憶機能改善に繋がる。つまり、高い体力
レベルは海馬容積の減少に対する予防になり得る。
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 膝・腰に疾患

 過体重

 ねたきり

 コロナ感染

 災害避難生活

…etc

運動ができない!

生活習慣病
予防･治療のための大きな柱！

運動不足：老若男女の世界ニーズ
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Diabetes Res Clin Practice 96:306-312, 2012

目的： 本研究の目的は、経皮的な骨格筋電気刺
激（EMS）が2型糖尿病患者の食後高血糖を緩和さ
せることが出来るか否かを検証することである。

方法： 11名の2型糖尿病患者が２試行に参加し
た： 朝食後３０分から３０分間のEMS試行、もしく
は安静コントロール試行。採血は食前、食後30, 60,

90, 120分後に行った。

EMS

CON

Rest/EMS

結論： これらの結果は、筋電気刺激が２型糖尿病患者
の食後高血糖を緩和させる運動様式に成り得る最初の
エビデンスであり、特に過度の肥満、整形外科的疾患、
重度の糖尿病合併症で充分な随意運動が出来ない患者
に有効であるかもしれない。



CT検査による筋量の比較
ギランバレー症候群患者6ヵ月間ＥＭＳ結果

【下腿】

開始時

実施後

【大腿】

20Hz 5s On 2s Off duty cycle for 20min 6 days/week 



Diabetes Res Clin Practice 142:37- 45, 2018



研究デザイン： ランダム化クロスオーバー比較試験
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(Homer Ion Co. ltd.)
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身体組成

P=0.55 (t-
test)

P=0.13 (t-test)

P=0.049 (Wilcoxon test)

*(mean±SE)

19

Diabetes Res Clin Practice 142:37- 45, 2018



(mean±SE)

認知機能関連因子

BDNFが有意に上昇 20

継続的なEMSの実施は認知機能に影響を与えうる

大脳からの指令なしでもBDNFが増加する！

Diabetes Res Clin Practice 142:37- 45, 2018



Case Study：金沢大学 西川裕一先生

ウェアラブル型小型電気刺激装置（SIXPAD Body Fit）
でのBDNFへの影響

大腿部前面へ使用



本研究のまとめ

運動弱者（患者、高齢者、要支援、要介護者）

にも、骨格筋電気刺激（ＥＭＳ）を用いること

で自発的運動によるものと同等、或はそれ以上

のエネルギー代謝、筋肥大、認知機能の維持・

改善効果を享受できる可能性が示された。

骨格筋電気刺激によって有意に糖代謝亢進、

筋肥大及び認知機能改善につながる生理活

性物質の増加が確認された。



トップアスリートから寝たきり患者まで

世界に向けた筋電メディカル
EMS
エビデンスに基づいた多様性

アスリートの超速筋トレーニング
アスリート、患者の神経・筋リハビリテーション
糖尿病患者の血糖コントロール、認知症予防
術後糖尿病の予防・血栓予防
失禁の予防と治療
妊婦糖尿病の予防、産後の早期回復
メタボ・ロコモ症候群、寝たきり患者の予防・改善
筋肉増量、自律神経及び免疫機能の亢進 等々


