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身体不活動が海馬に及ぼす悪影響：ストレス性うつが増
加する一要因（p. 253-258）
首都大学東京大学院人間健康科学研究科
西島 壮，北 一郎
　身体活動量が不十分な人々は世界中で増加し，身体不
活動は現代社会が直面する身体的および精神的な健康問
題と深く関わっている．最近の疫学的研究では，身体不
活動とストレス性うつは双方向的に関連することが示さ
れている．従来，多くの動物実験の結果より，運動は海
馬の神経機能の向上に関わっていることが知られてい
る．海馬は，ストレス反応（視床下部－下垂体－副腎皮
質軸）を抑制性に制御することから，運動による海馬神
経機能の向上はストレス耐性を高め，ストレス性うつの
予防に寄与すると考えられている．一方，身体不活動を
動物実験で再現することが困難であることから，身体不
活動が海馬に対してどのような影響を及ぼすかはほとん
ど明らかにされていない．そこで我々は，自発走運動の
中断によりマウスの身体活動量を相対的に低下させる実
験モデルを開発し，身体活動量の低下が海馬神経新生を
抑制させることを明らかにした．そこで本総説では，先
行研究の結果を参照しながら，身体不活動による海馬神
経機能の低下はストレス脆弱性を高め，ストレス性うつ
の危険因子となるという新たな仮説を提示した．

核内受容体と筋線維タイプ（p. 259-270）
九州大学大学院農学研究院
水野谷 航
　骨格筋には主に 1 型と 2 型の 2 種類の異なる筋線維タ
イプが存在する．その収縮速度の違いから 1 型は遅筋，
2 型は速筋とも呼ばれ， 1 型は酸化的代謝に優れ， 2 型
は無酸素的代謝に優れる．骨格筋の収縮特性と代謝特性
は筋線維タイプ組成により左右され，代謝能力と運動パ
フォーマンスに大きな影響を与える．現在，食品成分は
筋線維タイプを変化させる要因としては考えられていな
い．一方，今世紀に入り，複数の核内受容体とそのコ
ファクターの活性を制御することにより，動物に運動ト
レーニングを負荷しなくても筋線維タイプを変化させる
ことが可能であることが分かってきた．興味深いことに
核内受容体は多くの天然物をリガンドとすることが分
かっている．従って，核内受容体を介した食品成分によ
る筋線維タイプ制御機構の存在が推定される．本総説で
は，最近の核内受容体と骨格筋に関する知見を説明する
とともに，食品による筋線維タイプ制御機構の展望を述
べた．

バゾプレッシンV1a受容体遺伝子と運動習慣の定着率 
−ヒトと動物の双方向性研究−（p. 271-278）
1信州大学大学院医学系研究科，2信州大学バイオメディ

カル研究所
増木静江1,2，住吉愛里1，森川真悠子1,2，能勢 博1,2

　運動習慣の定着は中高年者の体力と健康の維持向上に
重要であり，そのために運動処方が広く実施されてい
る．しかし，フィールドで容易に利用でき，長期間の定
着率と効果が保証される運動処方は存在しなかった．そ
こで我々は，中高年を対象としてインターバル速歩ト
レーニングとITネットワークシステムからなる遠隔型
個別運動処方システムを開発し，長期間の定着率と効果
を検討した．その結果，22ヶ月間の定着率は，従来報告
されている長期運動処方と比較して高く，さらに，定着
率の高い者ほど生活習慣病指標が改善し，体力が向上し
た．また，定着率に影響する独立因子を検討した結果，
低BMI者ほど，また男性で定着率が高かった．さらに，
男性ではバゾプレッシンV1a受容体遺伝子のある多型を
有する者は運動習慣の定着率が著しく低かった．そこ
で，V1a受容体が運動習慣の定着にどのように関与する
かを検討した．その結果，V1a受容体遺伝子欠損マウス
では大脳皮質活動上昇に伴う運動開始時の血圧上昇が起
きず，自発運動が著しく阻害されていた．同様の結果は
V1a受容体阻害剤を延髄孤束核に投与した正常マウスで
も起きることが確認された．以上より，V1a受容体は運
動開始時の血圧を上昇させ，運動を開始しやすいように
働くが，その働きが弱いと運動の開始が困難で不精にな
ることが示唆された．本稿では上記の知見について考察
した．

慢性閉塞性肺疾患患者の骨格筋機能障害と酸化ストレス
 （p. 279-286）
国立病院機構茨城東病院内科診療部
大石修司，根本健司，齋藤武文
　慢性閉塞性肺疾患（COPD）は増加しており，日本を
含む世界的な健康問題となっている．COPDはタバコ煙
を主とする有害物質に対する気道および肺の慢性的に惹
起される異常な炎症応答と関連している．タバコ煙には
多量のオキシダントが含まれ，それがCOPDの発病に関
する主要な原因と考えられている．タバコ煙はオキシダ
ントによる刺激で炎症を惹起し，それによる慢性炎症が
末梢気道の狭窄を生じ，肺実質の破壊を引き起こす．こ
のように，炎症と酸化ストレスは，互いに活性化するこ
とによってCOPDの発症・進展に重要な役割を果たして
いるようである．安定期COPDでも全身性炎症が存在す
ることが明らかになってきており，COPDの特徴でもあ
る多数の併存症や骨格筋機能障害などの多くの肺外徴候
に関わっていると考えられている．また，COPD患者の
骨格筋では酸化ストレスも確認されている．したがっ
て，COPDの骨格筋機能障害でも全身性炎症および酸化
ストレスの両者とも関係している可能が指摘されてお
り，これが四肢筋力や運動耐容能の低下，健康状態や生
活の質（QOL）の悪化に繋がっていると推定される．
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　一方，呼吸リハビリテーションには運動能力および健
康関連QOLを改善することが期待されている．しかし，
呼吸リハビリテーションの中心である身体運動はCOPD
患者の酸化ストレスを増強する可能性がある．本稿で
は，将来への展望として運動能力や健康関連QOLの改
善だけでなく，運動誘発性酸化ストレスを軽減するリハ
ビリテーションプログラムを確立することが重要である
ことを考察した．
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サルコぺニアとアスパラギン酸マグネシウム
 （p. 287-294）
実践女子大学大学院生活科学研究科
山田 茂，木崎恵梨子，尾関 彩，中川美桜，藤田 瞳
　加齢・不活動・無重力・疾病・低栄養などによって
惹起されるサルコペニア（Sarcopenia）は，身体機能障
害，QOL低下，死のリスクを伴なうことから社会的に
問題になっている．その解決策としては適切な運動処
方・運動療法および栄養処方・栄養療法が求められる．
しかし，運動のできない状況下にある人には骨格筋量維
持や筋力を保持するための栄養処方・栄養療法が求めら
れる．そこで廃用性筋萎縮に対する抑制に対してアスパ
ラギン酸マグネシウムがどのように影響するかをしらべ
た最近の知見を紹介した．特に本稿では廃用性筋萎縮抑

制に対する二種類のアスパラギン酸マグネシウムの作用
効果を紹介した．まず，不活動によって毛細血管の減少
や酸素供給が停滞し，ＡＴＰ合成を阻害して活性酸素が
生成し，タンパク質分解系が活性化して筋萎縮が進行す
る系に対するアスパラギン酸マグネシウム摂取の効果に
ついて紹介した．つぎに，不活動に伴う細胞内のミネラ
ルのインバランスがタンパク質分解系を活性化して筋委
縮を進行させる系に対するアスパラギン酸マグネシウム
摂取の効果について紹介した．

ストレスによる免疫抑制と運動パフォーマンス 
 （p. 295-298）
1防衛医科大学校防衛医学研究センター，2防衛医科大学
校免疫・微生物学
宮﨑裕美1, 木下 学2

　トレーニングや試合はストレス源であり，一流のス
ポーツ選手は身体的あるいは精神的なストレスに曝され
ている．心理学的なストレスは免疫系に負の影響を与
え，種々の感染などに対し易感染性を呈する．また，炎
症応答も神経精神学的な疾患に重要な役割を果たしてい
ることから，心理的ストレスと免疫系との間には密接な
関連があるものと推定される．本総説では，心理的スト
レスと免疫系の関係について最近の知見を中心に紹介す
ると共に，スポーツ競技者におけるストレスとパフォー
マンスについて概説した．


