
慶友整形外科病院骨関節疾患センター長
岩　本　　潤

（聞き手　池田志斈）

　骨粗しょう症予防についてご教示ください。
　骨は重力に逆らって体を支えるためにあると思います。加齢とともに生活制
限のため、骨がもろくなるのではないかと思います。そこで、例えば１㎏の重
さのリュックを背負って生活すると体重１㎏増加分を支える骨ができるのでし
ょうか。できるとすれば、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。骨を鍛え
るのに、今は、イスに座っての足踏みを患者さんに指導していますが、骨が強
くなるスピードを説明する知識がありません。
 ＜和歌山県開業医＞

骨粗しょう症予防エクササイズ

　池田　骨粗しょう症予防のためのエ
クササイズについて、このご質問です
と、年齢も含めて誰でもできるような
イメージがあります。ガイドライン上
はどのように規定されているのでしょ
うか。
　岩本　骨粗しょう症の予防について
考える場合に、基本的なことが幾つか
あります。その一つはやせの防止と適
正体重の維持、２つ目が禁煙、卒煙、
３つ目が節酒になります。そのうえに、
骨折予防のために栄養、運動、特に高
齢者においては転倒予防が重要とされ
ています。

　池田　逆に骨粗しょう症予防のため
にエクササイズするのではなくて、一
義的には骨折とか転倒予防になるので
すね。
　岩本　そうですね。骨強度の70％は
骨密度で説明されるといわれています
ので、基本的には若いときから骨密度
を増加させるような栄養指導や運動と
いった対策が重要とされています。
　池田　質問にあるように、重力に逆
らって体を支えるために骨が働いてい
るという感じですが、こういったエク
ササイズを行うのは何歳ぐらいまでの
方なのでしょうか。

　岩本　骨粗しょう症の予防、骨粗し
ょう症に関連する骨折の予防について
考える場合、最も重要とされているの
は成長期から青年期にかけて骨密度を
増加させること、すなわち最大骨量を
高めることです。２つ目は、成人期に
その骨密度を維持すること。３つ目は、
閉経後には急激な骨密度の低下が見ら
れるので、その低下を最小化すること
です。高齢者においては転倒を予防す
ることが重要とされています。
　池田　では65歳を過ぎて云々という
のは遅い。
　岩本　骨密度を増加させるためには
骨にかかる力学的負荷が大きいほど有
用とされていますので、ハイインパク
トエクササイズ、すなわちジャンプ運
動が最も効果的とされています。ジャ
ンプ運動が安全にできる年代は限られ
ていますので、基本的には成長期から
青年期にかけてジャンプをするような
運動やスポーツが勧められます。閉経
後早期においてもジャンプ運動は可能
だと思いますが、65歳過ぎて骨粗しょ
う症が進行しているような患者さんに
対してハイインパクトエクササイズを
行いますと、骨折が起こるなど安全性
の面から心配です。そういう年代にお
いては骨密度の増加について薬剤を積
極的に使って、転倒を予防することを
運動療法の目的に絞ったほうが得策で
はないかと思います。
　池田　65歳ぐらいになると転倒予防

なのですね。
　岩本　個人の活動性にもよると思い
ますが、骨粗しょう症が重症ではなく、
活動性が高く、どんどん運動ができる
ような方は、ジャンプ運動でもよいと
思います。心配な場合には、ウォーキ
ングなどの荷重運動が勧められるかも
しれません。
　池田　青年期になるまで、あるいは
青年期から老年期までの方というのは
なかなか病院には来ないのではないか
と思いますが、骨粗しょう症予防エク
ササイズが適応になるのは閉経期から
老年期の間の女性になるのでしょうか。
　岩本　日常診療で栄養指導や運動療
法の対象となる患者さんは閉経後の女
性や高齢者になると思います。しかし
ながら、最も重要なことは成長期の骨
のサイズが大きくなるときに栄養と運
動により骨を丈夫にすることとされて
います。その観点から日本臨床スポー
ツ医学会では学校の体育の先生方を対
象にした啓発活動を行っています。臨
床スポーツ医学会の委員会で、成長期
の運動、特に体育の授業を科学的根拠
に基づいて実践するべきであるとの提
言をもとに、運動器、特に骨の健康の
観点から冊子を作り、学校の先生方に
配布して理解をいただいています。
　池田　先生方がその冊子をもとに体
育の授業等で指導していくのですね。
　岩本　委員会の努力が実って体育の
指導要領が改訂され、そこに骨の健康
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　骨粗しょう症予防についてご教示ください。
　骨は重力に逆らって体を支えるためにあると思います。加齢とともに生活制
限のため、骨がもろくなるのではないかと思います。そこで、例えば１㎏の重
さのリュックを背負って生活すると体重１㎏増加分を支える骨ができるのでし
ょうか。できるとすれば、どれくらいの期間がかかるのでしょうか。骨を鍛え
るのに、今は、イスに座っての足踏みを患者さんに指導していますが、骨が強
くなるスピードを説明する知識がありません。
 ＜和歌山県開業医＞

骨粗しょう症予防エクササイズ

　池田　骨粗しょう症予防のためのエ
クササイズについて、このご質問です
と、年齢も含めて誰でもできるような
イメージがあります。ガイドライン上
はどのように規定されているのでしょ
うか。
　岩本　骨粗しょう症の予防について
考える場合に、基本的なことが幾つか
あります。その一つはやせの防止と適
正体重の維持、２つ目が禁煙、卒煙、
３つ目が節酒になります。そのうえに、
骨折予防のために栄養、運動、特に高
齢者においては転倒予防が重要とされ
ています。

　池田　逆に骨粗しょう症予防のため
にエクササイズするのではなくて、一
義的には骨折とか転倒予防になるので
すね。
　岩本　そうですね。骨強度の70％は
骨密度で説明されるといわれています
ので、基本的には若いときから骨密度
を増加させるような栄養指導や運動と
いった対策が重要とされています。
　池田　質問にあるように、重力に逆
らって体を支えるために骨が働いてい
るという感じですが、こういったエク
ササイズを行うのは何歳ぐらいまでの
方なのでしょうか。

　岩本　骨粗しょう症の予防、骨粗し
ょう症に関連する骨折の予防について
考える場合、最も重要とされているの
は成長期から青年期にかけて骨密度を
増加させること、すなわち最大骨量を
高めることです。２つ目は、成人期に
その骨密度を維持すること。３つ目は、
閉経後には急激な骨密度の低下が見ら
れるので、その低下を最小化すること
です。高齢者においては転倒を予防す
ることが重要とされています。
　池田　では65歳を過ぎて云々という
のは遅い。
　岩本　骨密度を増加させるためには
骨にかかる力学的負荷が大きいほど有
用とされていますので、ハイインパク
トエクササイズ、すなわちジャンプ運
動が最も効果的とされています。ジャ
ンプ運動が安全にできる年代は限られ
ていますので、基本的には成長期から
青年期にかけてジャンプをするような
運動やスポーツが勧められます。閉経
後早期においてもジャンプ運動は可能
だと思いますが、65歳過ぎて骨粗しょ
う症が進行しているような患者さんに
対してハイインパクトエクササイズを
行いますと、骨折が起こるなど安全性
の面から心配です。そういう年代にお
いては骨密度の増加について薬剤を積
極的に使って、転倒を予防することを
運動療法の目的に絞ったほうが得策で
はないかと思います。
　池田　65歳ぐらいになると転倒予防

なのですね。
　岩本　個人の活動性にもよると思い
ますが、骨粗しょう症が重症ではなく、
活動性が高く、どんどん運動ができる
ような方は、ジャンプ運動でもよいと
思います。心配な場合には、ウォーキ
ングなどの荷重運動が勧められるかも
しれません。
　池田　青年期になるまで、あるいは
青年期から老年期までの方というのは
なかなか病院には来ないのではないか
と思いますが、骨粗しょう症予防エク
ササイズが適応になるのは閉経期から
老年期の間の女性になるのでしょうか。
　岩本　日常診療で栄養指導や運動療
法の対象となる患者さんは閉経後の女
性や高齢者になると思います。しかし
ながら、最も重要なことは成長期の骨
のサイズが大きくなるときに栄養と運
動により骨を丈夫にすることとされて
います。その観点から日本臨床スポー
ツ医学会では学校の体育の先生方を対
象にした啓発活動を行っています。臨
床スポーツ医学会の委員会で、成長期
の運動、特に体育の授業を科学的根拠
に基づいて実践するべきであるとの提
言をもとに、運動器、特に骨の健康の
観点から冊子を作り、学校の先生方に
配布して理解をいただいています。
　池田　先生方がその冊子をもとに体
育の授業等で指導していくのですね。
　岩本　委員会の努力が実って体育の
指導要領が改訂され、そこに骨の健康
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のことも考慮に入れて体育の授業を行
うことが明記されたと思います。
　池田　実際に効果、影響が出るのは
まだまだ先ですね。
　岩本　そうですね。成果を得るのは
なかなか難しいとは思うのです。最近
の子どもを見ますと、スマホやゲーム
などで家に閉じこもることが多く、外
に出て日光を浴びて運動をしない子が
増えています。その結果、骨が脆弱な
子ども、すなわち将来の骨粗しょう症
のリスクを有する子どもが増えている
と推測されますので、学校の体育の授
業で骨を丈夫にするような指導を積極
的にしてくださいと啓発しているとこ
ろです。
　池田　近年のライフスタイルの変化
も含めて将来的な骨折を防ぐというプ
ランニングの一つですね。
　岩本　そうです。
　池田　では具体的に今現在行われて
いる骨粗しょう症の予防エクササイズ
ですが、例えば閉経期の方にどのよう
に指導されるのでしょうか。
　岩本　閉経後早期の女性に対し、ハ
イインパクトエクササイズと筋力トレ
ーニングを16年間指導すると、骨密度
の減少が最小化されたという報告がヨ
ーロッパからあります。65歳を対象と
した研究においても同様に骨密度が増
加したとの報告があります。しかしな
がら、日常診療で時間を取って運動療
法を指導するのは難しいと思いますの

で、外来で指導できることはウォーキ
ングではないかと思います。ウォーキ
ングは、荷重運動で最も簡単にできる
運動メニューだと思います。ウォーキ
ングをしますと、骨密度は１～２％ぐ
らい増加することがわかっていますの
で、その指導をしたうえで、転倒を予
防するためにバランス訓練と下肢、特
に大腿四頭筋強化訓練を運動のメニュ
ーとしてつけ加えて指導することが現
実的ではないかと思います。
　池田　具体的にウォーキングの場合
は、ただ歩くということではない。
　岩本　しっかり歩くことが重要です
ので、患者さんにはしっかり腕を振っ
て足を地に着けて歩いてくださいと指
導します。１日8,000歩を週４回ぐらい
がよいとされます。
　池田　かなりのものですね。
　岩本　歩行に問題がある方におきま
しては、転倒のリスクがありますので、
速歩は指導しないほうがよいと思いま
す。つまずいて転び、手をついて上肢
の骨折リスクが高くなるという報告も
あります。転倒のリスクがありそうな
方には転倒予防を主な目的として運動
指導を行います。ただ、ウォーキング
は構いませんが、ゆっくり歩いて、日
光を浴びることを主な目的とすべきで
す。日光浴により皮膚でビタミンDが
産生されます。先ほどお話ししました
ように、バランス訓練、日本ではフラ
ミンゴ療法といわれていますが、フラ

ミンゴのように片足で立つ。片足１分、
両足で２分、朝昼晩３セット、これを
やると転倒が予防できるという報告も
ありますし、さらにそれに大腿四頭筋
強化訓練を加えますと転倒と骨折が減
ることが明らかにされています。
　池田　フラミンゴ療法に関しては両
手を横に水平に広げて行うのでしょう
か。
　岩本　それも一つの方法と思います
が、運動療法中に転倒する方もいらっ
しゃいますので、机やいすなどに軽く
つかまりながら片足で立つというのが
実際に行われています。また、加齢に
伴い大腿四頭筋も萎縮してきますので、
いすに座って膝を曲げたところからピ
ンとまっすぐ伸ばして、30数えて休む
ことを何十回か繰り返すことも一緒に、
朝昼晩３セットやっていただければよ
いかと思います。
　池田　一度に何十回もですか。
　岩本　個人の運動能力によると思い
ますが、30回できればと思います。
　池田　かなりですね。これは転倒予
防ということですが、骨密度は１～２
％上がるのでしょうか。
　岩本　先ほどお話ししましたように、
骨密度を増加させるためには荷重運動
が重要ですので、フラミンゴ療法と簡
単な大腿四頭筋強化訓練だけでは骨密
度の増加は得られないと思います。し
かし、マシーンを使って大きな負荷を
かけて筋量を増やすような筋力トレー

ニングですと、骨密度が増えることが
わかっています。ただ、高齢者にそれ
を指導するのは難しいと思いますので、
自宅でできて、効果があって、継続で
きる運動となりますと、転倒予防に絞
ったほうが得策と思います。骨密度を
増加させるような強い筋力トレーニン
グは勧めにくいかと思います。
　池田　実際にこういったエクササイ
ズと薬物療法は同時に行われるのでし
ょうか。
　岩本　同時に行ったほうがよいかと
思います。基本的に栄養と薬物治療と
運動療法は三位一体ですので、カルシ
ウム、ビタミンD、ビタミンKの栄養
摂取と日光浴によるビタミンDの産生
に加えて、必要な場合には薬物治療も
行います。さらに薬物治療だけでは転
倒を予防できませんので、転倒予防の
ための運動療法は必要だと思います。
　池田　薬物ですと骨ということにな
って、転倒予防ですと筋肉ということ
ですね。
　岩本　筋力とバランスですね。
　池田　いわゆる運動神経ということ
ですね。逆にいいますと、薬物だけで
は転倒骨折は防げないのですね。
　岩本　転倒が骨折の大きな原因とな
っている高齢者が多いですから、転倒
予防対策を行う必要があることを世界
中の臨床医はわかっているのですが、
うまく普及していないのが現実かもし
れません。
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のことも考慮に入れて体育の授業を行
うことが明記されたと思います。
　池田　実際に効果、影響が出るのは
まだまだ先ですね。
　岩本　そうですね。成果を得るのは
なかなか難しいとは思うのです。最近
の子どもを見ますと、スマホやゲーム
などで家に閉じこもることが多く、外
に出て日光を浴びて運動をしない子が
増えています。その結果、骨が脆弱な
子ども、すなわち将来の骨粗しょう症
のリスクを有する子どもが増えている
と推測されますので、学校の体育の授
業で骨を丈夫にするような指導を積極
的にしてくださいと啓発しているとこ
ろです。
　池田　近年のライフスタイルの変化
も含めて将来的な骨折を防ぐというプ
ランニングの一つですね。
　岩本　そうです。
　池田　では具体的に今現在行われて
いる骨粗しょう症の予防エクササイズ
ですが、例えば閉経期の方にどのよう
に指導されるのでしょうか。
　岩本　閉経後早期の女性に対し、ハ
イインパクトエクササイズと筋力トレ
ーニングを16年間指導すると、骨密度
の減少が最小化されたという報告がヨ
ーロッパからあります。65歳を対象と
した研究においても同様に骨密度が増
加したとの報告があります。しかしな
がら、日常診療で時間を取って運動療
法を指導するのは難しいと思いますの

で、外来で指導できることはウォーキ
ングではないかと思います。ウォーキ
ングは、荷重運動で最も簡単にできる
運動メニューだと思います。ウォーキ
ングをしますと、骨密度は１～２％ぐ
らい増加することがわかっていますの
で、その指導をしたうえで、転倒を予
防するためにバランス訓練と下肢、特
に大腿四頭筋強化訓練を運動のメニュ
ーとしてつけ加えて指導することが現
実的ではないかと思います。
　池田　具体的にウォーキングの場合
は、ただ歩くということではない。
　岩本　しっかり歩くことが重要です
ので、患者さんにはしっかり腕を振っ
て足を地に着けて歩いてくださいと指
導します。１日8,000歩を週４回ぐらい
がよいとされます。
　池田　かなりのものですね。
　岩本　歩行に問題がある方におきま
しては、転倒のリスクがありますので、
速歩は指導しないほうがよいと思いま
す。つまずいて転び、手をついて上肢
の骨折リスクが高くなるという報告も
あります。転倒のリスクがありそうな
方には転倒予防を主な目的として運動
指導を行います。ただ、ウォーキング
は構いませんが、ゆっくり歩いて、日
光を浴びることを主な目的とすべきで
す。日光浴により皮膚でビタミンDが
産生されます。先ほどお話ししました
ように、バランス訓練、日本ではフラ
ミンゴ療法といわれていますが、フラ

ミンゴのように片足で立つ。片足１分、
両足で２分、朝昼晩３セット、これを
やると転倒が予防できるという報告も
ありますし、さらにそれに大腿四頭筋
強化訓練を加えますと転倒と骨折が減
ることが明らかにされています。
　池田　フラミンゴ療法に関しては両
手を横に水平に広げて行うのでしょう
か。
　岩本　それも一つの方法と思います
が、運動療法中に転倒する方もいらっ
しゃいますので、机やいすなどに軽く
つかまりながら片足で立つというのが
実際に行われています。また、加齢に
伴い大腿四頭筋も萎縮してきますので、
いすに座って膝を曲げたところからピ
ンとまっすぐ伸ばして、30数えて休む
ことを何十回か繰り返すことも一緒に、
朝昼晩３セットやっていただければよ
いかと思います。
　池田　一度に何十回もですか。
　岩本　個人の運動能力によると思い
ますが、30回できればと思います。
　池田　かなりですね。これは転倒予
防ということですが、骨密度は１～２
％上がるのでしょうか。
　岩本　先ほどお話ししましたように、
骨密度を増加させるためには荷重運動
が重要ですので、フラミンゴ療法と簡
単な大腿四頭筋強化訓練だけでは骨密
度の増加は得られないと思います。し
かし、マシーンを使って大きな負荷を
かけて筋量を増やすような筋力トレー

ニングですと、骨密度が増えることが
わかっています。ただ、高齢者にそれ
を指導するのは難しいと思いますので、
自宅でできて、効果があって、継続で
きる運動となりますと、転倒予防に絞
ったほうが得策と思います。骨密度を
増加させるような強い筋力トレーニン
グは勧めにくいかと思います。
　池田　実際にこういったエクササイ
ズと薬物療法は同時に行われるのでし
ょうか。
　岩本　同時に行ったほうがよいかと
思います。基本的に栄養と薬物治療と
運動療法は三位一体ですので、カルシ
ウム、ビタミンD、ビタミンKの栄養
摂取と日光浴によるビタミンDの産生
に加えて、必要な場合には薬物治療も
行います。さらに薬物治療だけでは転
倒を予防できませんので、転倒予防の
ための運動療法は必要だと思います。
　池田　薬物ですと骨ということにな
って、転倒予防ですと筋肉ということ
ですね。
　岩本　筋力とバランスですね。
　池田　いわゆる運動神経ということ
ですね。逆にいいますと、薬物だけで
は転倒骨折は防げないのですね。
　岩本　転倒が骨折の大きな原因とな
っている高齢者が多いですから、転倒
予防対策を行う必要があることを世界
中の臨床医はわかっているのですが、
うまく普及していないのが現実かもし
れません。
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　池田　患者さんも薬をのんでいるか
ら大丈夫と思わないで、やはりエクサ
サイズをきちんとやるということです
ね。
　岩本　問題点は日常の保険診療でそ
れが指導できないことです。我々の施
設も精力的に転倒予防のための運動療
法を行っていますが、病院が持ち出し
でスタッフを集めて行っているのが現
実です。
　池田　点数がついていないために、
いくら指導しても医療サイドにとって
はメリットが少ないのですね。
　岩本　その通りです。しかし、整形
外科で骨粗しょう症の骨折を防ぎたい
と真剣に活動されている医師は、患者
さんを集めて転倒予防教室を開いてお
られることは事実です。
　池田　でも、現実としてはその時間
も労力も難しいということがあります

ね。
　岩本　そうだと思います。
　池田　患者さんのほうがしっかり自
分の状態を把握し、薬だけに頼るので
はなく、食生活、日常生活、それとエ
クササイズを、ということですね。
　岩本　運動療法については、冊子を
用いて外来で患者さんに説明すること
は可能ですので、私の施設では、外来
で看護師が患者さんに指導しています。
　池田　患者さんの理解と啓発ですね。
　岩本　そうですね。そして、希望者
につきましては、４カ月の運動教室に
通っていただいています。
　池田　４カ月コースですか。だいぶ
長いですね。
　岩本　３カ月で結果が出そうなので、
少し延ばして４カ月で行っています。
　池田　どうもありがとうございまし
た。

慶應義塾大学皮膚科特任助教
平　井　郁　子

（聞き手　池田志斈）

　乳房外パジェット病についてご教示ください。
 ＜宮城県開業医＞

乳房外パジェット病

　池田　平井先生、乳房外パジェット
病について質問が来ています。ちょっ
と耳慣れない言葉なのですが、どのよ
うな病気なのでしょうか。
　平井　乳房外パジェット病は主に高
齢者の方の外陰部や肛門周囲、わきな
どのアポクリン腺という腺組織に富ん
だ部位に生じる皮膚がんです。
　池田　乳房はアポクリン腺がありま
すよね。ということは、それ以外のア
ポクリン腺の多い部位にできる悪性腫
瘍という理解ですね。
　平井　はい。
　池田　どうして高齢者に起こるので
しょうか。
　平井　なぜ高齢者に多いかというの
はわかっていないのですが、統計を見
てみると、60代以降、70代の患者さん
が多いことがわかっています。
　池田　症状は例えば痛いとかかゆい

とかあるのでしょうか。
　平井　外陰部に多く生じる疾患で、
湿疹やかび（真菌感染症）として誤っ
て治療を受けている方がよくいるので
すが、自覚症状としていわゆる湿疹で
みられるような強いかゆみはみられな
いことが多いです。
　池田　症状がない場合はどういうと
きに見つかるのですか。
　平井　実際の診療の場で多いのは、
いわゆる股ずれとかインキンタムシと
間違われ、これに対する外用薬の治療
を受けていた中で、なかなか症状がよ
くならないことを主訴としていらっし
ゃる方が多いです。
　池田　外陰部は自分で見えにくいで
すよね。だから発見が遅れるのでしょ
うか。
　平井　そうですね。外陰部ですので、
人に見せたり相談することにちゅうちょ
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