
国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター長
島　田　裕　之

（聞き手　池田志斈）

　近年、高齢者のロコモティブシンドローム対策として、様々な運動が奨励さ
れ、時には講習会なども開催されているようです。このような生涯スポーツを
考える上で、安全な競技としてゴルフがあると思います。ハンディキャップ制
やギア機能の向上により、より楽しく、プレーができるのもゴルフの大きなメ
リットだと思います。高齢者におけるスポーツ、特にゴルフを行うことによる
メリットや問題点などについてスポーツ医学の観点からご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

高齢者における生涯スポーツのメリットと問題点

　池田　島田先生、高齢者の運動、特
にゴルフについて質問が来ています。
質問では、ハンディキャップ制やギア
の向上によりゴルフが楽しくできるこ
とがメリットだと思うけれども、実際
にゴルフを行うことによって全身機能
に対するメリットはあるのだろうか、
ということです。これについて何かエ
ビデンスのようなものはありますか。
　島田　ゴルフを含めたスポーツが人
の健康に対して良好な影響を及ぼすと
いう研究は多々ありますが、ゴルフそ
のものに対しての新しいエビデンスと
して、高齢期の認知機能の改善に有効
であるという研究を行ってきました。

　池田　それはどのような研究なので
しょうか。
　島田　ゴルフをまだやられたことが
ない未経験の高齢者の方、あるいは途
中で中断して今やられていない方、100
人を対象にランダム化比較試験で、半
年の間、ゴルフをやっていただきまし
た。介入群については週１回のゴルフ
トレーニングを行いました。その前後
で認知機能検査の結果を比較したとこ
ろ、ゴルフをやった群において記憶力
の向上が認められたという結果が得ら
れています。
　池田　認知機能によかったというこ
とですが、具体的な年齢とか、今ラン

㎎/dLとかになると、どんどん値が高
くなってしまうことです。でも、この
場合は肝臓から分泌されたリポ蛋白の
数を反映するだけでなく、小腸から分
泌されるリポ蛋白も反映してしまいま
す。TGが600㎎/dL以下ぐらいの場合
と、それ以上の場合とでは意義が変わ
ってきますので、non-HDL-Cは、TG
が600㎎/dLぐらいを上限にして使って
いくことが大事です。
　池脇　私はTC、TG、HDL-Cを測っ
て、フリードワルドでLDL-Cを計算す
るやり方を続けているのですが、それ
には空腹であることと、TGが400㎎/dL
未満という条件があります。逆にいう
と、その条件に当てはまらないときに
はTCの代わりにLDL-Cでもよいです
か。
　三井田　そうですね。
　池脇　患者さんの脂質のプロファイ
ルによって、測定する項目のパターン
を一つ置いておいて、時々違うパター
ンで、違う角度で評価していく。
　三井田　ぜひそうしていただきたい
です。
　池脇　これがいいという結論は出に

くいですね。
　三井田　そうですね。LDL-C直接法
は食事を取った後で測っても同じ値が
出ます。そういう面では使いやすい。
　池脇　脂質から離れると、アポ蛋白
や電気泳動などを測ると思うのですが、
脂質以外の項目で何かありますか。
　三井田　胆汁うっ滞があるような患
者さんの場合は、LDL-CとかHDL-C
の測定自体が不確かになるので、アポ
蛋白を測るとよいと思います。胆汁う
っ滞ではアポ蛋白Eがかなり鋭敏に上
昇するので、そういうものを測ってい
ただいたらいいと思います。
　池脇　リポ蛋白の電気泳動も、２種
類ありますが、脂質のプロファイルに
プラスアルファの情報を与えてくれる
可能性があるのですね。
　三井田　レムナントが増えているか
どうかを見るのには簡単にできていい
と思います。
　池脇　レムナントはLem-LCですが、
どこかで１回測って、より広い角度で
患者さんを評価するのも必要ですか。
　三井田　そうですね。
　池脇　ありがとうございました。
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ら活性化をしていくことが大事ですの
で、一つは歩数計を持っていただいて、
セルフモニタリングをして日常の活動
を促す。あるいは、頭を使う活動とし
て、例えばゴルフのルールを覚えてい
ただくとか、フォームをきちんと覚え
ていただくとか、そういった記憶力を
賦活するような活動も併せて行ってき
ました。
　池田　うかがうと随分お金がかかり
そうな感じなのですが、例えば今ゴル
フ協会というお話が出ましたが、レッ
スンを受ける場所、それとラウンドし
ますよね。具体的にはどのような契約
というか、システムのもとで成り立っ
ているのでしょうか。
　島田　今回のこの研究に関しては、
国立長寿医療研究センターと東京大学、
杏林大学が医学的な側面での支援をし
てきました。ゴルフ側の側面としては、
ウィズエイジングゴルフ協議会という
協議会を立ち上げていただきました。
これは、プロゴルフ協会とか、関東ゴ
ルフ連盟とか、いろいろなゴルフ団体
の連合体です。この両者が、医学的な
側面とゴルフ側の側面がタッグを組ん
だからできたかたちになっています。
　池田　基本的にここに参加された方
は無料なのでしょうか。
　島田　今回は研究事業ですので、自
己負担はなしでやっています。
　池田　調査をされた場所はどこなの
でしょうか。

　島田　今回は埼玉県日高市の日高カ
ントリークラブです。
　池田　名門ですね。
　島田　ここの会長さんに非常にご理
解をいただきまして、フィールド提供
等々をしていただき、そこで行わせて
いただきました。
　池田　対象の方はどのようにリクル
ートしたのでしょうか。
　島田　対象者は、ゴルフをもうすで
にやっている方であれば、どんどんや
りたいということになるのですが、今
回の趣旨としては、ゴルフをまだやっ
ていない方がやり出したらどうなるの
かを明らかにしたかったのです。ゴル
フをやっていない人、あるいはやめて
しまった人を集めるので、かなり難航
しました。日高市を中心に、その周辺
市にも協力を仰ぎ、広く対象者を募集
した結果、100人の方に集まっていた
だきました。
　池田　地域の方を中心にリクルート
をお願いしての結果ですね。
　島田　そういうことです。
　池田　それも未経験者がほとんど。
先ほど認知機能の改善というお話があ
ったのですが、改善の指標といいます
か、どのような方法で評価されたので
しょうか。
　島田　これは妥当性が検証された指
標でなくてはいけません。今回使った
指標としては、我々のセンターが開発
したNCGG-FATという検査バッテリー

ダム化という言葉がありましたが、ど
のように分けるのでしょうか。
　島田　年齢は70代の方が中心でした
が、ある一定の集団とはいえ、いろい
ろな属性の方々がいらっしゃいます。
比較対照群が介入群と比べて、それら
の属性が変わらないようにするためラ
ンダムに、介入群なのか、あるいはコ
ントロール群なのかを割り振ります。
介入を行う群には介入を行い、コント
ロール群にはそれなりのことをやって
いきます。
　池田　具体的にコントロール群とい
うのはどのようなことをするのでしょ
うか。
　島田　倫理的に何もやらないのはな
かなか難しい問題がありますので、直
接ゴルフとは関係しないような一般的
な健康講座を数回受けていただくかた
ちでとどめています。
　池田　健康講座というのは具体的に
は、例えば日常生活や食べ物などで、
認知機能がよくなるようなものなので
しょうか。
　島田　例えば、口腔ケアの話題や、
あるいは全般的な介護予防のお話をさ
せていただきました。
　池田　介入群はこの座学はされない
のですか。
　島田　介入群はこれは行わずに、ゴ
ルフのトレーニングをやっていただき
ます。
　池田　ゴルフのトレーニング、特に

未経験者の方ですと、さわったことも
ないですよね。これは具体的にはどの
ようなプログラムになっているのでし
ょうか。
　島田　いきなりゴルフコースを回れ
るわけでは決してありません。最初の
導入段階ではスナッグゴルフという、
よくジュニアが最初に行うテニスボー
ルのようなものを打つゴルフのセット
で、まずはスイングに慣れていただく
ところから始めて、徐々に本当のクラ
ブを持っていただいく。球を打てるよ
うになったらラウンドを数ホール回っ
ていただくというかたちの構成になっ
ています。
　池田　実際には、例えばプロのゴル
ファーなどが指導されるのですか。
　島田　そうですね。我々はゴルフに
関しては素人ですので、なかなか適切
な指導ができません。指導については、
女子プロゴルフ協会に今回協力をいた
だきました。レッスンプロの皆様にゴ
ルフの指導をしていただくかたちにな
っています。ただ、エッセンスについ
て、例えば認知機能を高めるためにこ
ういった学習が必要だとか、運動量の
設定などは、我々と共同でつくってい
きました。
　池田　その点で留意されたことは何
でしょうか。
　島田　来たときにだけトレーニング
をしたのでは、なかなか機能の向上が
難しいこともあります。普段、日常か
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ら活性化をしていくことが大事ですの
で、一つは歩数計を持っていただいて、
セルフモニタリングをして日常の活動
を促す。あるいは、頭を使う活動とし
て、例えばゴルフのルールを覚えてい
ただくとか、フォームをきちんと覚え
ていただくとか、そういった記憶力を
賦活するような活動も併せて行ってき
ました。
　池田　うかがうと随分お金がかかり
そうな感じなのですが、例えば今ゴル
フ協会というお話が出ましたが、レッ
スンを受ける場所、それとラウンドし
ますよね。具体的にはどのような契約
というか、システムのもとで成り立っ
ているのでしょうか。
　島田　今回のこの研究に関しては、
国立長寿医療研究センターと東京大学、
杏林大学が医学的な側面での支援をし
てきました。ゴルフ側の側面としては、
ウィズエイジングゴルフ協議会という
協議会を立ち上げていただきました。
これは、プロゴルフ協会とか、関東ゴ
ルフ連盟とか、いろいろなゴルフ団体
の連合体です。この両者が、医学的な
側面とゴルフ側の側面がタッグを組ん
だからできたかたちになっています。
　池田　基本的にここに参加された方
は無料なのでしょうか。
　島田　今回は研究事業ですので、自
己負担はなしでやっています。
　池田　調査をされた場所はどこなの
でしょうか。

　島田　今回は埼玉県日高市の日高カ
ントリークラブです。
　池田　名門ですね。
　島田　ここの会長さんに非常にご理
解をいただきまして、フィールド提供
等々をしていただき、そこで行わせて
いただきました。
　池田　対象の方はどのようにリクル
ートしたのでしょうか。
　島田　対象者は、ゴルフをもうすで
にやっている方であれば、どんどんや
りたいということになるのですが、今
回の趣旨としては、ゴルフをまだやっ
ていない方がやり出したらどうなるの
かを明らかにしたかったのです。ゴル
フをやっていない人、あるいはやめて
しまった人を集めるので、かなり難航
しました。日高市を中心に、その周辺
市にも協力を仰ぎ、広く対象者を募集
した結果、100人の方に集まっていた
だきました。
　池田　地域の方を中心にリクルート
をお願いしての結果ですね。
　島田　そういうことです。
　池田　それも未経験者がほとんど。
先ほど認知機能の改善というお話があ
ったのですが、改善の指標といいます
か、どのような方法で評価されたので
しょうか。
　島田　これは妥当性が検証された指
標でなくてはいけません。今回使った
指標としては、我々のセンターが開発
したNCGG-FATという検査バッテリー

ダム化という言葉がありましたが、ど
のように分けるのでしょうか。
　島田　年齢は70代の方が中心でした
が、ある一定の集団とはいえ、いろい
ろな属性の方々がいらっしゃいます。
比較対照群が介入群と比べて、それら
の属性が変わらないようにするためラ
ンダムに、介入群なのか、あるいはコ
ントロール群なのかを割り振ります。
介入を行う群には介入を行い、コント
ロール群にはそれなりのことをやって
いきます。
　池田　具体的にコントロール群とい
うのはどのようなことをするのでしょ
うか。
　島田　倫理的に何もやらないのはな
かなか難しい問題がありますので、直
接ゴルフとは関係しないような一般的
な健康講座を数回受けていただくかた
ちでとどめています。
　池田　健康講座というのは具体的に
は、例えば日常生活や食べ物などで、
認知機能がよくなるようなものなので
しょうか。
　島田　例えば、口腔ケアの話題や、
あるいは全般的な介護予防のお話をさ
せていただきました。
　池田　介入群はこの座学はされない
のですか。
　島田　介入群はこれは行わずに、ゴ
ルフのトレーニングをやっていただき
ます。
　池田　ゴルフのトレーニング、特に

未経験者の方ですと、さわったことも
ないですよね。これは具体的にはどの
ようなプログラムになっているのでし
ょうか。
　島田　いきなりゴルフコースを回れ
るわけでは決してありません。最初の
導入段階ではスナッグゴルフという、
よくジュニアが最初に行うテニスボー
ルのようなものを打つゴルフのセット
で、まずはスイングに慣れていただく
ところから始めて、徐々に本当のクラ
ブを持っていただいく。球を打てるよ
うになったらラウンドを数ホール回っ
ていただくというかたちの構成になっ
ています。
　池田　実際には、例えばプロのゴル
ファーなどが指導されるのですか。
　島田　そうですね。我々はゴルフに
関しては素人ですので、なかなか適切
な指導ができません。指導については、
女子プロゴルフ協会に今回協力をいた
だきました。レッスンプロの皆様にゴ
ルフの指導をしていただくかたちにな
っています。ただ、エッセンスについ
て、例えば認知機能を高めるためにこ
ういった学習が必要だとか、運動量の
設定などは、我々と共同でつくってい
きました。
　池田　その点で留意されたことは何
でしょうか。
　島田　来たときにだけトレーニング
をしたのでは、なかなか機能の向上が
難しいこともあります。普段、日常か

ドクターサロン63巻12月号（11 . 2019） （903）  76 （902） ドクターサロン63巻12月号（11 . 2019）

1912本文.indd   7 2019/11/14   9:45



たと思うのですが。
　島田　それが一番大きな結果だと思
います。
　池田　今後ですが、この事業は継続
するのでしょうか。あるいは、また違
ったかたちで広げていくとか、そうい
うことは計画されているのでしょうか。
　島田　現在ではウィズエイジングゴ
ルフ協議会で今回のプログラムを均て

ん化するように、各ゴルフ場でできる
ような体制を整えていただいています。
今後、社会実装を広げていきたいと思
っています。
　池田　多くの方たちがゴルフを経験
して、さらに健康増進に資していくと
いうことですね。
　島田　はい。
　池田　ありがとうございました。

がありまして、それを使っての結果で
す。
　池田　けっこう複雑なものなのでし
ょうか。
　島田　これはもともとはスクリーニ
ング用に開発された検査でして、必ず
しも専門家でなくても手順に沿ってや
っていただければ誰でもできるような
検査になっています。
　池田　具体的な内容はどのようなも
のなのでしょうか。
　島田　具体的な内容は、例えば記憶
力ですと、10単語記憶のような単語記
憶が含まれていたり、あるいはトレイ
ルメイキングテストという数字を順々
に追いかけていくような検査、これを
できるだけ速くやったり、あるいは符
号合わせのような、処理速度、頭の回
転の速さを測ったりする検査で構成さ
れています。
　池田　患者さん自体は特に苦痛は感
じないのですね。
　島田　あまり長時間になると苦痛か
もしれませんが、十分やっていただけ
る内容だと思います。
　池田　時間的には何分ぐらいで終わ
るのでしょうか。
　島田　その検査は、最小で20分程度
で終わりますが、今回は研究事業とい
うこともあったので、少しボリューム
が多く、40～50分はかかったと思いま
す。
　池田　もう一回確認ですが、そのプ

ログラムを始めてから終わるまでの期
間は、半年ぐらいですか。
　島田　そうですね、半年です。
　池田　始めと終わった時点と、２点
で取るということですね。
　島田　そうです。
　池田　そして、有意差があったとの
ことですね。もう一つ気になるのは、
質問にもあるのですが、継続するうえ
で何か問題点はなかったかですが。
　島田　ゴルフで無理をしてしまうと、
腰を痛める、あるいは膝の痛みが強ま
るということもありますが、今回の対
象者でいえば、そういった有害な事象
は観察されていません。適正な負荷で
あったろうと思っています。
　また、非常に今回驚いたのが、こう
いった健康増進のための取り組みは、
ある一定程度の割合で脱落していくの
ですが、その脱落者が全くいないので
す。それと、今回、研究事業終了後は
自分たちで自主的に、ほとんどの方々
にゴルフを続けていただいています。
これはほかの健康増進事業と非常に異
なっていて、ゴルフの大きな魅力だろ
うと考えています。
　池田　未経験者の方たちがゴルフの
魅力に気づかれて、そして健康にもい
いことが判断されたので自主的に続け
ているのですね。
　島田　そうですね。
　池田　それは素晴らしいことですね。
そういうことも含めて、いい結果だっ
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たと思うのですが。
　島田　それが一番大きな結果だと思
います。
　池田　今後ですが、この事業は継続
するのでしょうか。あるいは、また違
ったかたちで広げていくとか、そうい
うことは計画されているのでしょうか。
　島田　現在ではウィズエイジングゴ
ルフ協議会で今回のプログラムを均て

ん化するように、各ゴルフ場でできる
ような体制を整えていただいています。
今後、社会実装を広げていきたいと思
っています。
　池田　多くの方たちがゴルフを経験
して、さらに健康増進に資していくと
いうことですね。
　島田　はい。
　池田　ありがとうございました。

がありまして、それを使っての結果で
す。
　池田　けっこう複雑なものなのでし
ょうか。
　島田　これはもともとはスクリーニ
ング用に開発された検査でして、必ず
しも専門家でなくても手順に沿ってや
っていただければ誰でもできるような
検査になっています。
　池田　具体的な内容はどのようなも
のなのでしょうか。
　島田　具体的な内容は、例えば記憶
力ですと、10単語記憶のような単語記
憶が含まれていたり、あるいはトレイ
ルメイキングテストという数字を順々
に追いかけていくような検査、これを
できるだけ速くやったり、あるいは符
号合わせのような、処理速度、頭の回
転の速さを測ったりする検査で構成さ
れています。
　池田　患者さん自体は特に苦痛は感
じないのですね。
　島田　あまり長時間になると苦痛か
もしれませんが、十分やっていただけ
る内容だと思います。
　池田　時間的には何分ぐらいで終わ
るのでしょうか。
　島田　その検査は、最小で20分程度
で終わりますが、今回は研究事業とい
うこともあったので、少しボリューム
が多く、40～50分はかかったと思いま
す。
　池田　もう一回確認ですが、そのプ

ログラムを始めてから終わるまでの期
間は、半年ぐらいですか。
　島田　そうですね、半年です。
　池田　始めと終わった時点と、２点
で取るということですね。
　島田　そうです。
　池田　そして、有意差があったとの
ことですね。もう一つ気になるのは、
質問にもあるのですが、継続するうえ
で何か問題点はなかったかですが。
　島田　ゴルフで無理をしてしまうと、
腰を痛める、あるいは膝の痛みが強ま
るということもありますが、今回の対
象者でいえば、そういった有害な事象
は観察されていません。適正な負荷で
あったろうと思っています。
　また、非常に今回驚いたのが、こう
いった健康増進のための取り組みは、
ある一定程度の割合で脱落していくの
ですが、その脱落者が全くいないので
す。それと、今回、研究事業終了後は
自分たちで自主的に、ほとんどの方々
にゴルフを続けていただいています。
これはほかの健康増進事業と非常に異
なっていて、ゴルフの大きな魅力だろ
うと考えています。
　池田　未経験者の方たちがゴルフの
魅力に気づかれて、そして健康にもい
いことが判断されたので自主的に続け
ているのですね。
　島田　そうですね。
　池田　それは素晴らしいことですね。
そういうことも含めて、いい結果だっ
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