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The purpose of this study was to investigate the effect of resistive training on strength and morphology, and 
functional capacity of elderly men and women. Seven elderly volunteers (four men and three women, mean age: 
70.5 ± 1.4 years) participated in this study. The subjects were requested to perform the resistive training three times 
a week for a month, which consists of five resistive exercises, i.e. rising from the chair, hip flexion, calf raising, 
abduction of the lower limbs and sit up. Five functional and morphological tests were performed before and after the 
training, i.e. maximal voluntary contraction of isometric knee extension, the time to walk 5 m, the time to rise from 
the floor, repetitions to sit up for 20 sec and the time for 10 repetitions to rise from chair, the thickness of muscle and 
subcutaneous fat in the thigh and abdomen by ultrasonography. After the training, the time to walk 5 m, repetitions to 
sit up for 20 sec and the thickness of subcutaneous fat at the abdomen significantly improved. These results suggest 
that improvement of functional capacity and morphological adaptation took place in the elderly men and women as 
a result of short-term resistive training.

Ⅰ　緒言

ヒト骨格筋の機能や形態は、成人でピークに達した
後、年齢を重ねるにつれ低下していく（Larsson et al. 

1979, Frontera et al. 1991, Lindle et al. 1997）。このような加
齢に伴うヒト骨格筋の機能的・形態的変化に関する研究
は、縦断的または横断的な調査を用いて数多く行われて
きた。ヒト骨格筋の中でも抗重力筋は、立位姿勢の保持
や日常的な身体活動に関係する重要な筋群である。高
齢者における下肢の筋横断面積や筋体積を若年者のそ
れと比較すると、筋量の減少が顕著にみられる（Overend 

et al. 1992, Kent-Braun et al. 2000, Hasson et al. 2011）。ま
た、Akimaら（2001）は、20－84歳までの被検者164名

の等速性膝伸展・屈曲時のピークトルクを測定したとこ
ろ、若齢者に比べ高齢者のピークトルクが低値を示すこ
とを報告した。このような高齢者にみられる低い筋機能
は、歩行をはじめとする移動動作に支障を与えることか
ら、日常生活動作（activity of daily living, ADL）を困難
にする可能性がある。つまり、高齢者は、筋機能の低下
を軽減することで、自立した ADLを維持することがで
きると考えられる。
加齢に伴う骨格筋の機能低下および萎縮に最も効果

的な運動処方として、筋に力学的負荷を課すレジスタン
ストレーニングが挙げられる。Fronteraら（1988）は、
60－72歳を対象に、12週間の膝伸展・屈曲のレジスタン
ストレーニングを実施させたところ、１RM（repetition 
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maximum：最大挙上重量）、等尺性膝伸展筋力、等速
性膝伸展筋力が有意に改善することを示した。また、
Hudelmaierら（2010）は、中高齢者を対象に行ったレジ
スタンストレーニングにおいて、膝伸筋群、膝屈筋群、
股関節内転筋群の筋体積が有意に増加したことを報告
した。さらに、持久性トレーニングを実施させたことで
も膝伸展筋群の筋体積が増加したことから、中高齢者に
おいては、筋に対する短時間・高強度の力学的負荷だけ
でなく、長時間・低強度の力学的負荷によっても筋肥大
を引き起こすことが示された。
このような筋への力学的負荷の増大を目的とした実
践的な場として、中高齢者を対象に開催されている運動
教室が挙げられる。そのような場において、参加者は、
身体を動かす機会が得られるだけでなく、参加者同士の
コミュニティ形成によって同じ目的を持つ仲間を作るこ
とができ、個人で行うよりも継続的に運動を行う場を確
保できる可能性がある。名古屋市においては、県内に
ある大学と提携して、中高齢者の健康づくり支援を目的
とした運動や栄養に関する短期教室（なごや健康カレッ
ジ）が開催されている。
健康・体力づくり事業財団は、全国15のフィットネス

クラブで行われた、３ヶ月間の運動教室の実施効果を検
証している（公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 
2012）。しかし、短期間の身体活動に効果がみられるの
かを検証した事例は極めて少なく、運動プログラムが参
加者の筋機能や形態にどのような影響を及ぼすかにつ
いては十分に明らかにされていない。短期間の運動でも
運動効果を確認することができれば、運動教室に参加す
ることへのより高い動機付けとなり得ると考えられる。
そこで本研究では、「なごや健康カレッジ」の一環とし
て、高齢者を対象に継続的な実施が可能な運動指導を
行い、短期間の運動プログラムが筋機能や形態に与える
影響について検証した。

Ⅱ　方法

A．対象
対象は、2012年に実施された「なごや健康カレッジ」

の参加者７名（男性４名：年齢 70.5 ± 1.0歳、身長 165.8 
± 2.6 cm、体重 64.4 ± 9.6 kg、女性３名：年齢 70.6 ± 
2.3歳、身長 154.1 ± 8.0 cm、体重 47.4 ± 9.6 kg）であっ
た。本研究の趣旨を十分に説明した後、参加の同意を書
面にて確認した。なお、本研究は、名古屋大学総合保健
体育科学センターの「ヒトを対象とする研究審査」の承
認を得て実施された。

B．在宅運動プログラム
今回開催された「なごや健康カレッジ」は、2012年10

月19日から12月14日にかけて行われ、測定を含む全５回
（１回につき約２時間）という短期間の講座であった。定
期的な運動を合同で実施することが困難であったため、
参加者には提示した運動プログラムを自宅にて実施さ
せた。運動プログラム実施前後の筋機能と形態を測定
し、その変化を明らかにすることで、運動プログラムの
実施効果を検証する目的で行われた。
高齢者に継続的な運動を実施してもらうためには、１. 

自宅での実施が可能であること、２. 楽しく実施するこ
とができること、３. 内容がわかりやすく、容易である
こと、４. 安全であること、以上の条件を満たす運動プ
ログラムが必要であった。そこで、公益財団法人健康・
体力づくり事業財団が提唱している自重負荷のレジス
タンス運動である「貯筋運動」が採用された。貯筋運動
は、いす座り立ち、もも上げ、カーフレイズ 、立位での
横への脚上げ（下肢の外転・内転）、仰臥位での上体起
こしの５種目で構成され、主に大腿四頭筋や腓腹筋など
の下肢の筋と、腹部における筋のトレーニングを目的と
した運動プログラムであった。また、これらの運動プロ
グラムは、歌に合わせて行うユニークなもので、１種目
あたり８－16回の反復を約２分かけて実施するもので
あった。被検者には１日５種目、週３回以上の実施を目
標として提示し、全５回の講座のうち最初の２回には実
演による指導を行った。さらに、被検者には、トレーニ
ング期間中の運動量を把握するため、実施したレジスタ
ンストレーニングの種目と回数、レジスタンストレーニ
ング以外に行った運動を毎日記録させた。

C．機能測定
在宅運動プログラムの影響を検証するため、以下５
種類の機能測定を行った。測定はトレーニング期間（約
１ヶ月間）の前後に実施した。

1 ．等尺性最大膝伸展筋力
右脚の等尺性最大膝伸展筋力（maximal voluntary con-

traction, MVC）の測定は、張力計が搭載された膝関節伸
展筋力測定器（竹井機器社製）を用いて行った。検者
は、被検者の腰部をベルトによっていすに固定し、膝関
節角度が90°になるように足首の部分を張力計に固定し
た。発揮筋力は２秒かけて上昇させ、最大努力を３秒間
維持させた。測定時における血圧の急激な上昇を抑え
るために、被検者には力発揮中に息こらえをしないよう
に指示した。試行は２－４回程度行い、試行間は１分以
上の休憩を設けた。力のデータはAD変換機（PowerLab, 

ADInstruments社製）を介して200Hzで専用のソフトウェ



― 3 ―

高齢者を対象とした自宅での短期間レジスタンストレーニングが筋機能・形態に及ぼす影響

ア（Chart 5.5, ADInstruments社製）を用いてパーソナル
コンピューターに記録した。各試行において発揮筋力の
最大値が発現した時点の前後0.5秒間、計1.0秒間の平均
値を算出し、最も高い２試行の平均値をMVCの値とし
た。

2 ．いす座り立ち
被検者が、立位姿勢からいすに臀部が付くまで腰を

下ろし、立位姿勢に戻るまでの動作を１回とし、10回の
繰り返しに要した時間を計測した。被検者には、この反
復動作を可能な限り早く行うように指示した。測定前に
は２、３回ほどの練習を行い、いすの場所や立ち位置を
確認した後に測定を行った。なお、被検者の膝や腰部へ
の負担を考慮し、測定は１回のみ行った。

3 ．上体起こし
上体起こしでは、被検者は仰臥位にて膝関節角度を
90°に保持した状態で運動を行った。両手を軽く握り、
腕は胸の前で交差させた。検者は、被検者が上体を起
こした際に、両肘と大腿部が接した場合を１回とカウン
トし、20秒間に行うことのできる最大反復回数を計測し
た。補助者は、被検者の膝を抱えるようにサポートし
た。

4 ．５m 最大速度歩行
検者は測定の前に、テープで記した５mの間隔を「で

きる限り速く歩いてください」と被検者に指示した。検
者はゴールラインに立ってスタートの合図をし、被検者
がゴールラインに到達するまでに要する時間を計測し
た。なお、試行は２回行い、良い方の試行を５m最大速
度歩行の記録とした。

5 ．床立ち上がり
被検者は仰臥位からできるだけ早く立ち上がり、バラ

ンスを崩すことなく直立姿勢を保つまでに要する時間
を計測した。開始時の手足は側部に軽く広げた状態と
し、床から立ち上がる際の動作は自由とした。

D．形態計測
大腿部前面および腹部の筋厚・皮脂厚を測定した。測

定には超音波断層装置（Logiq e, GE Healthcare社製）を
用いて、大腿部と腹部の超音波横断画像を撮影した。大
腿部の撮影箇所は、大腿長50％位前面において大腿直
筋が画像上の中心に確認できる部位とした。腹部の撮
影箇所は臍の横５－８cmで、腹直筋が確認できる部位
とした。得られた画像の左右中心から、筋厚と皮脂厚を
分析した（Figure 1）。撮影箇所は、トレーニング前後の

撮影箇所が同一になるように超音波画像から判断した。

E．統計解析
得られた結果は、全て平均値と標準偏差で示した。運

動プログラム前後の機能測定と形態計測の結果を対応
のある Studentの t 検定を用いて分析した。有意水準は
５％未満とした。統計処理には、SPSS Statisticsソフト
ウェア（version 20.0 J, IBM社製）を用いた。

Ⅲ　結果

A．機能測定
MVC、20秒間の上体起こし、いす座り立ち、５m最大

速度歩行、床立ち上がりの結果を Table 1に示した。運
動プログラム提示前におけるMVCの平均値は22.2 kgで
あり、１ヶ月後のそれは21.6 kgであったが、これらは有
意な変化ではなかった。トレーニング前と比較すると、
トレーニング後において、20秒間の上体起こしの回数が
有意に増加し（p < 0.01）、５m最大速度歩行と床立ち上

Figure 1. Representative ultrasound images of the thigh (A and 
B) and abdomen (C and D).

a; The thickness of subcutaneous fat, b; The thickness of muscle
Scale = 10mm
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がりに要する時間は有意に短縮した（p < 0.05）。いす座
り立ちに要する時間には、トレーニングによる有意な変
化はみられなかった。

B．形態計測
大腿部前面および腹部の筋厚・皮脂厚の結果を、Table 

2に示した。大腿部、腹部の筋厚は、ともにトレーニン
グに伴う有意な変化は認められなかった。一方、皮脂厚
については、大腿部では有意な変化は認められなかった
が、腹部では有意に減少した（p < 0.01）。

C．運動量
トレーニング期間中に行った運動量を、被検者による
記録用紙から集計した。１名については記録の回収が
できなかったが、回収できた残り６名のレジスタンスト
レーニングの平均種目数は30種目 /週であり、設定した
目標（15種目 /週）を上回っていた。また、運動記録の
回収ができた全ての被検者は、ウォーキング、体操、ヨ
ガなどのレジスタンストレーニング以外の運動を週２
回以上行っていたことを確認した。

Ⅳ　考察

本研究では、高齢者を対象とした１ヶ月間の在宅運動
プログラムの実施が、筋の機能と形態に及ぼす影響につ
いて調べることを目的とした。その結果、トレーニング
によって20秒間の上体起こし、５m最大速度歩行、床立
ち上がりの測定に改善がみられ、形態計測では腹部の皮
脂厚が有意に減少した。これらの効果は、１ヶ月という
短期間の在宅運動プログラムであっても、筋機能や形態

が改善することを示すものである。また、被検者が行っ
たトレーニングは、目標に設定した回数を大きく上回っ
ていたことがトレーニング記録から確認され、機能的お
よび形態的変化は、主に在宅でのトレーニングによるも
のであったと判断することができる。
機能測定では、20秒間の上体起こしに有意な改善が

みられた。被検者内でみると、反復回数に変化がみら
れなかった１名を除き、６名の被検者で記録の向上が
みられた。特に、１ヶ月間の在宅運動を実施した結果、
トレーニング前の測定では上体起こしが１回もできな
かった３名に、大きな記録の向上（それぞれ４回、７回、
９回）が認められたことは特筆すべき事実である。上
体起こしによって、腹部の筋機能を評価することができ
る。腹部の主要な筋である腹直筋は、体幹の前屈動作だ
けでなく、抗重力筋として姿勢を保持する役割も担って
いることから、立つ、歩く、座るなどの日常生活動作に
おいて重要な筋であると考えられる。本研究において、
上体起こしの顕著な向上がみられた理由の１つに、腹部
の筋の日常生活中に発揮している筋活動量が、他の筋の
それに比べ相対的に少ないことが挙げられる。沢井ら
（2004）は、座位、立位などの姿勢保持や歩行、階段の
昇降などの体重移動動作を含めた全27種目の日常生活
動作中において、上肢、体幹、大腿、下腿の筋から表
面筋電図を用いて筋活動を計測した。その結果、下腿の
前脛骨筋やヒラメ筋は各動作においてMVCの20－30％
ほどの筋活動を示すのに対して、腹直筋のそれは５％未
満と非常に低値であることを報告している。つまり、日
常生活動作において腹直筋が発揮する筋力は、他の抗
重力筋と比べて著しく低いと考えることができる。それ
に加え、運動プログラムに含まれた上体起こしの運動負

Table 1. Change of five functional tests with resistive training for a month.

Pre Post
MVC (kg) 22.2 ± 7.4 21.6 ± 6.3
Repetitions To Sit Up For 20 sec (times)  4.4 ± 4.9 9.0 ± 3.2†

Time for 10 Repetitions To Raise From The Chair (sec) 11.0 ± 2.3 12.0 ± 3.6
Time To Walk 5 m (sec)  2.9 ± 0.3 2.7 ± 0.3＊

Time To Rise From The Floor (sec)  3.1 ± 0.4 2.5 ± 0.3†

Value are mean ± SD. ＊, p < 0;05; †, p < 0.01 versus Pre.
MVC, maximal voluntary contraction.

Table 2. Change of morphological test with resistive training for a month.

Pre Post
Muscle Thigh (mm) 41.8 ± 5.3 42.9 ± 6.4

Abdomen (mm)  8.3 ± 1.8 8.4 ± 2.4
Subcutaneous Fat Thigh (mm)  6.5 ± 2.6 5.6 ± 1.0

Abdomen (mm) 18.7 ± 4.4 15.8 ± 4.0†

Value are mean ± SD. †, p < 0.01 versus Pre.
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荷が、他の運動のそれと比較して高いことが関係してい
るかもしれない。膝伸展筋群に対する３ヵ月間の高強度
レジスタンストレーニングは、低強度のものと比較する
と、最大筋力の増加率が高いことが明らかにされている
（Taaffe et al. 1996）。つまり、本研究で実施したトレーニ
ングにおいて、日常生活ではあまり活動を示さない腹部
の筋に与えられた一定の負荷が高強度なものであった
と推測されることから、得られたトレーニング効果も高
いものであったと考えられる。
１ヶ月間の運動プログラムによって、20秒間の上体起
こしの結果が顕著に改善されたことから、我々は腹部の
筋厚にも変化がみられると予想した。しかしながら、腹
部の筋厚には有意な変化がみられなかった。このような
短期間のレジスタンストレーニングに伴う筋の機能的・
形態的変化に不一致が生じた原因として、本研究のト
レーニングによって腹部の筋に神経系の改善が生じて
いた可能性が挙げられる。短期間のトレーニングによる
発揮筋力の増加は、神経興奮水準の上昇（Sale 1988）や、
力発揮に関与する運動単位の増加（Komi et al. 1978）に
起因するとした報告がある。したがって、本研究でみら
れた筋肥大を伴わない上体起こしの向上は、腹筋運動に
関与する神経筋機能の改善によるものであると示唆さ
れる。
大腿部と腹部の形態計測の結果、腹部の皮脂厚に有

意な減少がみられたが、大腿部のそれには変化がなかっ
た。Schwartzら（1991）は、６ヶ月間の持久的なトレー
ニング前後に医用画像診断装置を用いて、腹部と大腿
部の皮下脂肪量を測定している。その結果、高齢者に
おける腹部のそれは有意に低下したが、大腿部のそれ
には変化がないことを示した。これらは、本研究の結果
と類似している。したがって、トレーニングによる皮脂
厚の変化は部位によって異なり、また、下肢よりも体幹
の方が変化しやすいことが示唆された。本研究では全
身の体脂肪量を測定していないため、部分的にみられ
た皮脂厚の減少が、体脂肪量の減少を示すほどの変化
か否かは明らかでない。しかしながら、高齢者であって
も、トレーニングによって脂肪量の減少が報告されてい
る（McCarthy et al. 1997）ことから、在宅運動の実施に
より身体活動量が増加したことで脂質の代謝が亢進し、
皮脂厚が減少した可能性は十分に考えられる。また、大
腿部の皮脂厚に変化はみられず、腹部のみに有意な変
化が認められたことは興味深い。これは、腹部の脂肪の
可塑性が他の部位より高いことを示している。
機能測定では、５m最大速度歩行と床立ち上がりは

有意な改善がみられたが、膝伸展時のMVCには有意な
変化がなかった。膝伸展時のMVCは大腿四頭筋の発揮
筋力を評価したものであり、一方、５m最大速度歩行や

床立ち上がりは全身の筋の複合動作であることから、複
数の筋機能を同時に評価したものである。今回実施し
た運動プログラムは、一般的なレジスタンストレーニン
グのように、筋に対して局所的な負荷をかけるのではな
く、日常動作に近い動きの中で体幹、大腿、下腿の筋に
負荷をかけるトレーニングであった。日常の動作は、こ
れら複数の筋が相互的に作用することによって起こる。
たとえば、移動動作である歩行やジョギングには、大腿
四頭筋に加えて、下腿の筋であるヒラメ筋が最大筋活動
時の約40％という高い筋力を発揮することで貢献し、ま
た同じように、床立ち上がり時に伴うようなスクワット
動作には脊柱起立筋が最大筋活動時の約20％の筋力を
発揮していることが報告されている（沢井ら．2006）。こ
れらのことを考慮すると、体幹と下肢の各筋をバランス
よく鍛えることができる本研究の運動プログラムによ
る効果は、各筋群でみると小さな変化であるため、膝伸
展時のMVCの計測値を有意に変化させることは難しい
が、膝や股関節の動きが複合する動作の計測値には有
意な変化をもたらしたと考えられる。
健康・体力づくり事業財団は中高齢者385名を対象に、

本研究と同一の運動プログラムによる運動指導（週１
回、３ヶ月間）の実施効果を検証している。その結果、本
研究でみられなかった膝伸展筋力や、大腿部・腹部の筋
厚に有意な増加を示している（公益財団法人 健康・体力
づくり事業財団 2012）。これらは、運動習慣が全くない
ものを対象として行われている。一方、本研究は、なご
や健康カレッジに自主的に参加したものを対象とした。
運動記録より、被検者に課した運動プログラム以外の運
動を日常的に行っていることが確認されたことからも、
本研究に参加した被検者が運動に対する高い関心や意
欲を持っていることが推測される。中高齢者におけるト
レーニング効果は経過時間によって異なり、トレーニン
グの開始直後の期間に高い効果が得られることが明ら
かにされている（McCartney et al. 1995, Abe et al. 2000）。
つまり、本研究の被検者の中には、実験前から比較的高
い身体機能を有していたものがいたため、約１ヶ月間の
在宅運動では、測定結果に有意な変化を引き起こすほど
の十分なトレーニングとならなかったと考えられる。ま
たMcCartneyら（1996）は中高齢者におけるトレーニン
グを２年間に渡り行ったところ、発揮筋力が継続的に増
加し続けることを報告した。先行研究のトレーニング期
間が３ヶ月間だったのに対し、本研究のそれは１ヶ月間
という短期的なものであったことを踏まえると、トレー
ニング期間の差が測定結果に反映した可能性も考えら
れる。しかしながら、これまで述べたように、１ヶ月間
の在宅運動プログラムによるトレーニングでも、測定項
目によっては十分に効果が得られることが示された。
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本研究の問題点として、運動プログラムを行わないコ
ントロール群が設定されていないことが挙げられる。こ
の原因には、運動教室への参加者を対象としたことで、
対象者の中から在宅運動を行わないコントロール群を
設定することが不可能であったことが挙げられる。今後
は、コントロール群も加えて得られた結果を考察する必
要があると考えられる。

Ⅴ　結論

高齢者を対象にした１ヶ月間の在宅運動プログラム
の実施により、筋機能を評価する20秒間の上体起こし、
５m最大速度歩行、床立ち上がりにおいて、また、形態
を評価する腹部の皮脂厚において有意な改善が認めら
れた。したがって、１ヶ月間という短期間であっても、
高齢者においては在宅運動によるトレーニング効果が
みられる項目もあることが明らかとなった。
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