
ですね。患者さんは非常に悩みも多く
て、訴えも多いと思うのですけれども、
先生が診療されるうえでのポイントを
聞かせていただけますか。
　岡　この疾患は遺伝性かどうかがあ
まりはっきりしないのですけれども、
病前性格がはっきりしているのです。
几帳面、完璧性、あと強迫性といって、
何かしないと気が済まないといった人
たちで、病気になったときにマイナス
の感情を持つのです。怒り、憎しみ、
後悔、こういったマイナス感情を持っ
ている人たちに対し、とりあえず患者

さんの痛みを否定するのではなく、肯
定し、とにかく疾患を受容して、前向
きに治療しましょうと。これは少し時
間がかかかるのですが、こういった治
療態度、前向きの姿勢を引き出すこと
により、同じ薬をのんでも効果が違い
ますので、そういったメンタルの面も
少しずつ見ながらやっていくのが大事
なのではないかなと思っています（図）。
　池田　薬の効果を出すためにも精神
的サポートが大切であるということで
すね。どうもありがとうございました。

　池脇　今回の質問は、生活習慣病の
予防あるいは改善のためのウォーキン
グをどうやったらいいのかということ
です。川内先生はリハビリテーション
病院の副院長をされるかたわら、日本
市民スポーツ連盟会長、また日本ウォ
ーキング協会の理事ということで、お
話をうかがうのに適任の方だと思いま
す。運動が生活習慣病にいいというの
は、皆さんご存じだと思いますが、改
めて生活習慣病に対していい、将来の
心筋梗塞等に対して予防効果があるこ
とはもう証明されているといってもよ
いのでしょうか。
　川内　それは間違いないです。厚生
労働省でも心疾患の二次予防のための
ガイドラインとして、有酸素運動、心
臓リハビリテーションが推奨されてい
ます。

　池脇　例えば、運動によって、高血
圧の人なら血圧は下がるということで
すね。
　川内　下がります。
　池脇　糖尿病であれば、インスリン
の働きがよくなって血糖のコントロー
ルがよくなるし、中性脂肪、HDLもい
い方向に向く、いろいろいい影響を与
えてくれる。ただ、問題は運動療法、
ウォーキングも含めて、どうやって患
者さんに行っていただくか、苦労され
ている医師も多いと思うのです。種類
としては、有酸素運動がいいのでしょ
うか。
　川内　有酸素運動がいいと思います。
それは、過負荷になりにくいという点
でもいいと思います。
　池脇　歴史的にはいつからそういっ
た運動が提唱され始めたのでしょうか。

生活習慣病とウォーキング

小金井リハビリテーション病院副院長
川　内　基　裕

（聞き手　池脇克則）

　生活習慣病の予防・改善とウォーキングの効果について、最新の知見をご教
示ください。

＜東京都勤務医＞
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　川内　有酸素運動の考え方を広めた
のは、1960年代にアメリカ空軍の軍医
であったケネス・クーパー博士だと思
います。軍人の持久力向上のために有
酸素運動の有用性を提唱しました。ク
ーパー博士が最初に提唱したのはラン
ニング、サイクリング、水泳ですが、
日本ではまずジョギングが広まりまし
た。しかし、ジョギングは膝やかかと、
腰のスポーツ外傷を引き起こすことか
ら、ウォーキングにシフトしていきま
した。それでも、ウォーキングでは少
し有酸素運動量が少ないことから、手
や足を大きく振ったりして歩く、もし
くは手にペットボトルやダンベルを持
って歩くようなパワーウォーキングが
脚光を浴びてきたのです。パワーウォ
ーキングは多様なバリエーションがあ
るので、いろいろなトレーニングの楽
しみ方があります。
　池脇　私が外来で診ている高齢者の
方で多少足腰が不調といわれる方に対
し、「ジョギングは難しいので、ウォ
ーキングでいいですよ」と言うことが
多いのです。先生が言われたのは、ウ
ォーキングだけだと負荷がちょっと少
ないので、いろいろな工夫によってや
や負荷を上げられるということですね。
　川内　そうです。最近、見かけるよ
うになってきたと思いますが、２本の
ポールを持って歩くノルディックウォ
ーキングなどもパワーウォーキングの
一つだと思います。

　池脇　確かに、私も時々見ますけれ
ども、あれはどういうメリットがある
のでしょうか。
　川内　ノルディックウォーキングは
もともとノルディックスキーの夏場の
トレーニングから発祥したものです。
1990年代に北欧のスキーストックのメ
ーカーがウォーキングがしやすいスト
ックを開発したことから広まりました。
ですから、ヨーロッパ、中でも北欧、
ドイツなどではすごく盛んです。下半
身で歩くだけでなくて、水泳のように
上半身の力も使う全身運動で、全身の
筋肉の90％を使用し、同じ歩行速度で
も通常のウォーキングより10～20％、
酸素摂取量が上がるので、先に述べた
パワーウォーキングとしても優れた運
動となります。
　池脇　サポートがあるから楽かと思
ったのですが、逆にちょっとつらいの
ですね。
　川内　どの程度強く行うかにもよる
と思います。トレーニングとして坂道
を駆け上がるのは、すごくたいへんな
運動ですが、手も足も使って歩くので、
酸素摂取量が多くても、自覚的な運動
強度としては軽くなることが報告され
ています。
　池脇　腰、膝にやや不安があるよう
な方の場合は、ノルディックウォーキ
ングはそういった負担を軽くしてくれ
るともいえるのですね。
　川内　軽くしてくれます。私どもの

病院でも、脊椎の圧迫骨折や、膝や腰
の手術後の患者さんが行っています。
まず両手に持ったポールにかけた体重
の分だけ、膝や腰にかかる体重が軽く
なります。あっという間に５㎏、10㎏
ダイエットしたと同じ効果があるので
す。
　人間は通常、歩くときは左右に体重
移動をして歩かなくてはいけません。
高齢者のように足腰に自信がなくなっ
てきたりすると、頭を振って左右に体
重移動しながら歩くようになりますが、
両手にポールを持ち、自分で操作する
だけで気がつかないうちに左右に重心
移動ができますから、頭の左右の振幅
が小さくなったり、なくなったりしま
す。そういう意味でも膝や腰の負担が
減り、すごく楽になります。
　池脇　ウォーキングも工夫をするこ
とによって負荷を増やすことができる
し、最近はノルディックウォーキング
というものもあるという話をうかがっ
たのですけれども、もう一つは、例え
ば患者さんにどの程度の運動をしても
らったらいいのか。厚生労働省を含め
て、そういった運動に対して推奨基準
などは何かあるのでしょうか。
　川内　厚生労働省は、健康づくりの
ための身体活動基準や、スポーツや体
力づくり運動の体を動かす基準を発表
しています。高齢者と64歳以下とで多
少違いますが、64歳以下の人たちは強
度が３メッツ以上の運動を１週間に合

計４メッツ×１時間行う。具体的なイ
メージとしては、息がちょっと弾む、
ちょっと汗ばむ程度の運動を１週間に
60分ぐらい行うのがよいとされていま
す。
　池脇　以前は運動というのは、ある
時間以上、例えば30分以上は継続して
やらないとだめと言われていて、私も
高脂血症の患者さんにそういう指導を
してきたのですけれども、今は週に何
分として、１回分は細切れでもよいと
いう考え方なのですか。
　川内　20年ぐらい前は一度に30分は
続けなさい、それより時間が短いと意
味がないという言い方もされていたの
ですが、細かい検討がされてきて、今
は例えば１日30分の代わりに15分を２
回とか、10分３回でも、全く同じとま
ではいかなくても、近い効果がある。
ですから、細切れでも、少しずつ体を
動かしてくださいと変わってきていま
す。
　池脇　特に、仕事をお持ちの方に時
間を取ってやってくださいというと、
まずできない。今先生がおっしゃった
ように、細切れでもいいからやるとな
ると、これは始めやすくなってきます
ね。
　ウォーキングに関してお話をうかが
ってきましたが、いわゆる３メッツ以
上ということで、ウォーキング以外の
例えばこういうことで何メッツぐらい
というような指標はありますか。
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　川内　有酸素運動の考え方を広めた
のは、1960年代にアメリカ空軍の軍医
であったケネス・クーパー博士だと思
います。軍人の持久力向上のために有
酸素運動の有用性を提唱しました。ク
ーパー博士が最初に提唱したのはラン
ニング、サイクリング、水泳ですが、
日本ではまずジョギングが広まりまし
た。しかし、ジョギングは膝やかかと、
腰のスポーツ外傷を引き起こすことか
ら、ウォーキングにシフトしていきま
した。それでも、ウォーキングでは少
し有酸素運動量が少ないことから、手
や足を大きく振ったりして歩く、もし
くは手にペットボトルやダンベルを持
って歩くようなパワーウォーキングが
脚光を浴びてきたのです。パワーウォ
ーキングは多様なバリエーションがあ
るので、いろいろなトレーニングの楽
しみ方があります。
　池脇　私が外来で診ている高齢者の
方で多少足腰が不調といわれる方に対
し、「ジョギングは難しいので、ウォ
ーキングでいいですよ」と言うことが
多いのです。先生が言われたのは、ウ
ォーキングだけだと負荷がちょっと少
ないので、いろいろな工夫によってや
や負荷を上げられるということですね。
　川内　そうです。最近、見かけるよ
うになってきたと思いますが、２本の
ポールを持って歩くノルディックウォ
ーキングなどもパワーウォーキングの
一つだと思います。

　池脇　確かに、私も時々見ますけれ
ども、あれはどういうメリットがある
のでしょうか。
　川内　ノルディックウォーキングは
もともとノルディックスキーの夏場の
トレーニングから発祥したものです。
1990年代に北欧のスキーストックのメ
ーカーがウォーキングがしやすいスト
ックを開発したことから広まりました。
ですから、ヨーロッパ、中でも北欧、
ドイツなどではすごく盛んです。下半
身で歩くだけでなくて、水泳のように
上半身の力も使う全身運動で、全身の
筋肉の90％を使用し、同じ歩行速度で
も通常のウォーキングより10～20％、
酸素摂取量が上がるので、先に述べた
パワーウォーキングとしても優れた運
動となります。
　池脇　サポートがあるから楽かと思
ったのですが、逆にちょっとつらいの
ですね。
　川内　どの程度強く行うかにもよる
と思います。トレーニングとして坂道
を駆け上がるのは、すごくたいへんな
運動ですが、手も足も使って歩くので、
酸素摂取量が多くても、自覚的な運動
強度としては軽くなることが報告され
ています。
　池脇　腰、膝にやや不安があるよう
な方の場合は、ノルディックウォーキ
ングはそういった負担を軽くしてくれ
るともいえるのですね。
　川内　軽くしてくれます。私どもの

病院でも、脊椎の圧迫骨折や、膝や腰
の手術後の患者さんが行っています。
まず両手に持ったポールにかけた体重
の分だけ、膝や腰にかかる体重が軽く
なります。あっという間に５㎏、10㎏
ダイエットしたと同じ効果があるので
す。
　人間は通常、歩くときは左右に体重
移動をして歩かなくてはいけません。
高齢者のように足腰に自信がなくなっ
てきたりすると、頭を振って左右に体
重移動しながら歩くようになりますが、
両手にポールを持ち、自分で操作する
だけで気がつかないうちに左右に重心
移動ができますから、頭の左右の振幅
が小さくなったり、なくなったりしま
す。そういう意味でも膝や腰の負担が
減り、すごく楽になります。
　池脇　ウォーキングも工夫をするこ
とによって負荷を増やすことができる
し、最近はノルディックウォーキング
というものもあるという話をうかがっ
たのですけれども、もう一つは、例え
ば患者さんにどの程度の運動をしても
らったらいいのか。厚生労働省を含め
て、そういった運動に対して推奨基準
などは何かあるのでしょうか。
　川内　厚生労働省は、健康づくりの
ための身体活動基準や、スポーツや体
力づくり運動の体を動かす基準を発表
しています。高齢者と64歳以下とで多
少違いますが、64歳以下の人たちは強
度が３メッツ以上の運動を１週間に合

計４メッツ×１時間行う。具体的なイ
メージとしては、息がちょっと弾む、
ちょっと汗ばむ程度の運動を１週間に
60分ぐらい行うのがよいとされていま
す。
　池脇　以前は運動というのは、ある
時間以上、例えば30分以上は継続して
やらないとだめと言われていて、私も
高脂血症の患者さんにそういう指導を
してきたのですけれども、今は週に何
分として、１回分は細切れでもよいと
いう考え方なのですか。
　川内　20年ぐらい前は一度に30分は
続けなさい、それより時間が短いと意
味がないという言い方もされていたの
ですが、細かい検討がされてきて、今
は例えば１日30分の代わりに15分を２
回とか、10分３回でも、全く同じとま
ではいかなくても、近い効果がある。
ですから、細切れでも、少しずつ体を
動かしてくださいと変わってきていま
す。
　池脇　特に、仕事をお持ちの方に時
間を取ってやってくださいというと、
まずできない。今先生がおっしゃった
ように、細切れでもいいからやるとな
ると、これは始めやすくなってきます
ね。
　ウォーキングに関してお話をうかが
ってきましたが、いわゆる３メッツ以
上ということで、ウォーキング以外の
例えばこういうことで何メッツぐらい
というような指標はありますか。
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　川内　今、幾つも指標が出ていて、
３メッツですと、軽い筋トレをすると
か、掃除機をかけるという程度。４メ
ッツですと、ノルディックウォーキン
グやゴルフのラウンド、自転車に乗る、
子どもと屋外で遊ぶ、洗車するなどで
す。階段昇降だと６メッツ、重い荷物
を運ぶのは８メッツというように、い
ろいろな日常動作で運動負荷の量がわ
かってきています。
　池脇　その方が、例えば８メッツぐ
らいの運動ができそうであれば、それ
をやっていただいてよいのでしょうか。
　川内　構わないと思います。
　池脇　今まであまりやっていなかっ
た方に、突然８メッツはちょっとたい
へんでしょうから、まずは子どもと外
で遊ぶぐらいから始めて、徐々に徐々
に負荷を増やしていくほうがおそらく
長続きするのでしょうね。
　川内　それに安全だと思います。普
段運動している人でも、運動量を急に
大きくすると、心筋梗塞を起こすとい
う話もあります。ですから、運動の時
間を少し延ばす、もしくは普段子ども

の後ろをついていく人なら、子どもと
一緒に並んで歩くとかして少し運動量
を上げる。少しずつ上げて、少しずつ
時間をかけて増やしていくのが安全だ
し、効果的だと思います。
　池脇　最後に心拍数のことをうかが
います。ある程度運動時の心拍数でそ
の方にとって適正な負荷かどうかを判
断すると思いますけれども、年齢と負
荷はどう判断したらいいのでしょう。
　川内　一般的に広く知られている方
法で、220から年齢を引いた数字を最
高心拍数とし、それに70％を掛けたぐ
らいが運動をするのに適切な心拍数だ
といわれています。
　池脇　そうすると、60歳の方は110
ぐらい、80歳の方は100ぐらいを目安
にしてやっていただく。
　川内　それを超さないくらいでいい
のではないかと思います。逆にいうと、
100、110ぐらいは、すぐ上がってしま
うこともあるのです。その程度の運動
でけっこうですから、１週間に60分や
っていただきたいということです。
　池脇　ありがとうございました。

　池脇　まず、脳梗塞の治療のこれま
での背景から教えてください。
　寺田　脳梗塞は、日本人の年齢とと
もに脳梗塞のパターンが変わっていく
のです。特に最近では、高齢者の脳塞
栓症が増加しています。流れてきた血
栓が大きいので、脳塞栓は非常に重症
な脳梗塞になります。最初、t-PA導入
後は小さな血栓は溶けるのですが、大
きな血栓は溶けないという問題点が浮
かび上がってきました。そこで、新し
い治療法が最近導入されてきたのです。
　池脇　確かに、t-PAが出た当初は奏
効する症例もあるけれども、時間的な
縛りですとか、必ずしも効かないとい
う意味では、ある程度の限界が見えて
きて、そういったものが背景として血
管内治療が出てきたのですね。
　寺田　はい。t-PAは2005年から導入
されて、非常に多くの患者さんに使用

されているのですが、あくまでも薬物
ですので、急激に血栓を溶かすわけで
はないし、大きな血栓は末端から溶け
ていきますから、なかなか溶けないの
です。t-PAは最初、魔法の薬のように
信じられていたのですが、実はt-PAの
最初のデータを見てみると、t-PA投与
群と非投与群で自立している患者さん
の割合は、プラセボで26％、t-PAを投
与しているもので39％なのです。要す
るに、わずか13％の人しかt-PAの恩恵
を受けられていないのが現状なのです。
　その背景には、t-PAだけではなかな
か大きな血栓は溶けない、重症な脳梗
塞には対応できないという問題点が浮
かび上がってきたのです。
　池脇　ちょっと治療からそれるかも
しれませんけれども、脳梗塞の画像診
断というと、CTしかなかった時代か
ら今、MRIもありますし、あるいは脳

脳梗塞の血管内治療

昭和大学藤が丘病院脳神経外科教授
寺　田　友　昭

（聞き手　池脇克則）

　脳梗塞の血管内治療の適応、治療法、治療成績についてご教示ください。
＜埼玉県勤務医＞
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