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1. 宇宙医学とは何でしょうか？ 

 みなさんは「宇宙」というとどんなイメージでしょうか。1961年にガガーリ

ン尐佐が人類として初めて宇宙に飛び出し、「地球は青かった！」といってから

50年が経過しました。その後、アメリカのアポロ計画では月に人が立ち、最近

では小惑星探査機「はやぶさ」が 60億 kmの長い旅から無事に帰還したことは、

記憶に新しいのではないでしょうか。また、昨年は日本の古川聡さんが、ISS「国

際宇宙ステーション」に 6ヶ月近く滞在し、多くの医学的な実験を行なってき

ました。「宇宙」や「宇宙旅行」というと、ごく一部人達のこと、研究分野の事

のように感じられますが、実はみなさんの身の回りの生活にも広く応用されて

います。一つの例として「ミウラ折り」という技法は、人工衛星の太陽電池パ

ネルを展開したりするために開発された技法です。このアイディアは地図の折

りたたみに応用され、薄くても強度が高いことから飲料缶などにも応用されて

います。 

 さて、地球上で生活をしている「ヒト」にとって、「重力」の影響を考えるこ

とはとても重要なことです。我々が生まれた時、あるいは赤ちゃんを思い出し

てください。生まれたばかりの時には、仰向けになったまま一人では全く動け

ないですよね。数カ月を経て首が座り、寝返りができるようになります。そし

て半年ぐらいでようやくお座りができるようになります。そしてつかまり立ち

ができるようになり、約 1年

をかけて立って歩くことがで

きるようになります。「成長」

とか「運動発達」といいます

が、このヒトの運動発達はす

べて「重力に逆らって身体を

動かす」ことと考えることが

できます。また、我々の運動

を分析すると、重力があるこ



とで体を動かすことができるとも考えることができます。このような我々と全

く異なる環境で生活を送るのが宇宙飛行士です。 

 「無重力」の環境、正確には微小重力といいますが、重力がはるかに尐ない

環境で生活する宇宙飛行士の身体には、多くの影響や悪影響が起きています。

このような無重力環境で生活する宇宙飛行士について、医学的な研究をすすめ

ると、「宇宙飛行士は究極の寝たきり状態にある」ということがわかってきまし

た。宇宙でとても忙しく作業や活動をしている宇宙飛行士ですが、長期間宇宙

に滞在した宇宙飛行士は、帰還後には一人で立てなかったり、歩いていてもふ

らふらしている状態になります。また、ひどい人では失神発作を起こして倒れ

た方もいたようです。まるで、急に年をとってしまったかのような変化が現れ

ます。 

 筋肉や骨に関する研究を見ると、短期間の宇宙飛行だけでも、下腿三頭筋と

いうふくらはぎの筋肉の減尐率は、１日あたり１％といわれています。これは

寝たきりの方の約２倍の筋肉が萎縮に相当し、その回復には数週間を要するこ

といわれています。また、長期間の宇宙飛行になると、足の筋肉量の減尐は 10

～30％に相当するそうです。また、重力の尐ない環境にいると、骨についても

骨粗鬆症が進むことがわかっています。腰椎や大腿骨の骨は、月に 1%以上の骨

密度が低下します。これは地上のお年寄りの約 10倍の速さで減尐すると言われ

ています。このような筋肉と骨の衰えは、まさに寝たきり状態に近いことがわ

かっています。 

しかし、研究が進むにつれ

て対策がなされてきました。

その対策を参考にすると、寝

たきり予防や健康な体づくり

に応用することができます。

つまり、「宇宙医学」が私たち

の健康づくりに活かすことが

できるのです。 

 私は昨年の 9月に JAXA(宇

宙航空研究開発機構)が主催

するイベントに参加してきました。 

【重力とともに生きる】
～宇宙飛行士との対話を通して健康について考える～ 
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というもので、当時、国際宇宙ステーションに滞在している古川宇宙飛行士と

交信するイベントでした。JAXAの施設見学や宇宙医学を実際に進めている大島

博先生や向井千秋さんから、現在までの宇宙医学に関する研究についてのお話

を伺いました。また、国際宇宙ステーションにいる古川聡さんと衛星回線を通

して、色々な意見交換をすることができました。その経験を通して、私も関わ

っている「ロコモティブシンドローム」という考えは、宇宙医学の応用擦るこ

とができると感じました。 

今回は「宇宙医学」と「健康づくり」について、皆さんの参考になることに

ついてお話させて頂きます。 

 

2. ロコモティブシンドロー

ム（ロコモ）とはなんでし

ょうか？ 

 現在の日本は「超高齢化社

会」といわれています。これ

は人口に対する高齢者の比率

が 21％を超えた社会であるこ

とをあらわしています。平均

寿命もおおよそ 80歳といわれ、整形外科学会 パンフレット 2012年より                 

90歳や 100歳のお年寄りも珍しくない時代となっています。そのように人間が

長生きすることは、社会が安定していて保健医療サービスも充実していること

をあらわしています。でも、「人間 50年」といわれた頃と 80歳や 90歳まで生

きる現在では、新しい問題が生まれています。それは、「80年から 90年間使え

る身体をどうするか？」ということです。 

国民生活基礎調査によると、寝たきりや介護が必要となる原因としては脳卒

中が 23.3％と第 1位ですが、関節疾患の 12.2%や転倒・骨折の 9.4%を合わせた

運動器疾患に関わるものは 21.6％にもなります。また、東京大学の吉村らの調

査では、変形性腰椎症が疑われる人は 3780 万人、変形性膝関節症が疑われる人

は 2530万人にのぼると報告されています。脳卒中や心臓病の予防としてメタボ

リックシンドローム（メタボ）という言葉は、皆さんも御存知でしょう。腹囲

や検査データをもとに、自分の健康に関心を持ち、生活習慣の改善を意識づけ

る考え方です。これに対して、整形外科学会が提唱しているのがロコモティブ

ロコモティブシンドロームと
例え 、メタボリックシンドロームで
・・・。	

ロコモティブシンドロームで ・・・。	

ロコトレを習慣化し、運動器 維持・
向上に意識を向ける。	

メタボリックシンドロームという概念を設け
ることで生活習慣 改善を意識づける。	
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シンドローム、略して「ロコ

モ」という考え方です。ロコ

モでは身体のなかでも運動器

の衰えに対して、自分で気づ

いて予防しましょうという考

え方です。運動器も知らず知

らずに衰えてきます。例えば、

階段を上がるときについつい

手すりに捕まらないといけな

い。靴下を履くときに座って

でないと履けなくなっている。家の中でつまづいたり滑ったりするなどです。

このような日常生活の活動を振り返って身体の衰えをチェックする頄目として、

ロコモーション・チェック（ロコチェック）というのが 7頄目考えられていま

す。1つでも該当する場合はロコモの状態、あるいはロコモの危険性があるとい

われます。7つのロコチェックをもとに、ご自分の身体について確認してみてく

ださい。一つでもあてはまる方は「ロコモ」の心配があります。 

 

3. ロコモに該当する人はどんな人でしょうか？ 

 このロコモに該当する人は本当に身体が衰えているのでしょうか。2011年に

我々が地域の 232名の方々にご協力を頂いて調査を行いました。その結果、ロ

コモに該当する人は年齢が高く、膝や腰の痛みを訴えている方が多いことがわ

かりました。また、運動機能を比較してみると、片足立ちや足の筋力だけでな

く、歩く速度やバランス能力も低下していることがわかりました。 

 また、足の筋力というと膝を

伸ばす筋肉である大腿四頭筋

の測定が行われ、活動性や歩行

速度と関連が深いと言われて

います。我々は足趾把持力とい

って、足の指の握る力について

の計測を行いました。足の指の

力はバランス能力と関係が強

く、年令を重ねることに大きく
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低下することもわかりました。転倒の原因としてバランス能力は重要であると

いわれていますが、足の指を鍛えることでバランス能力を強化することが可能

だと考えています。 

 ロコチェックは簡単なチェック頄目ですが、身体の衰えに気づくツールとし

て有用であることがわかりました。では、ロコモかもしれないと気づいたらど

うしたらよいのでしょうか。その対策がロコモーション・トレーニング（ロコ

トレ）です。 

 

4.ロコモを予防するロコトレ 

 日本整形外科学会は運動器の衰えた状態であるロコモに対する対策として、

簡単なトレーニングを勧めています。それは、スクワットと片足立ちです。ス

クワットは足のモモの筋肉である大腿四頭筋を鍛えることができますが、正し

いフォームで行うと、おしりの筋肉である大殿筋や、モモのうしろの筋肉であ

るハムストリングスなどを鍛えることができます。また、片足立ちは骨盤の横

に付いている中殿筋や足を支える筋肉全体を鍛えることができます。 

1） スクワット 

 スクワットにはちょっとした注意が必要です。それは正しいフォームで行う

ことが重要です。ポイントとしては、以下の 5点があげられます。 

① 両足を肩幅くらいに広く立ち、つま先を 30 度位外に向けて立ちます。 

② 椅子に腰掛けるようにお尻を後ろにゆっくりと下ろします。 

③ 膝は曲っても 90度を超える必要はありません。 

④ 尐し身体を前にかがめるように、そして手を尐し前に出すようにするとバラ

ンスが取れます。 

⑤ 動く時には呼吸を止めない

ように、5-6秒かけて腰を下

ろし、5-6秒かけて立位に戻

るようにします。 

⑥ 1セット 5-6回、1 日 3セッ

トを目標としましょう。 

整形外科学会のパンフレッ

トには、「膝がつま先よりも前

に出ないように！」という注意      
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点が書かれていますが、膝を動かすイメージよりも、腰を後ろに下げるイメー

ジが理解しやすいと思います。また、はじめから深く曲げるよりも、軽く楽に

曲げられるところから、徐々に余裕が出てきた段階になったら、すこしずつ深

く曲げるようにしてください。また、5-6秒かけて腰を下ろすことは「スロート

レーニング」といい、筋肉への負担が意外に強い方法です。この場合も、声を

かけたり、時計を見るのも良いのですが、我々は歌をうたうことで自然にゆっ

くりと動く方法をお勧めしています。「シンギング・スクワット」といいますが、

今回は「大きな古時計」という歌に合わせてやってみたいと思います。 

 

2)片足立ち 

これは自然に立った状態

で、片方の足を床から持ち上

げるトレーニングです。 

① 椅子やテーブルの横に背

筋を伸ばして立つ。 

② 真っ直ぐ前を見ながら、

片方の足をゆっくりと持

ち上げる。 

 
              NHK 出版 生活実用シリーズ 

        NHK きょうの健康「寝たきりと防ぐ！ロコモ体操 監修：中村耕三、運動指導：藤田博曉 

③ 左右 1分間を 1日 3セット行うことを目標としましょう。 

特に注意点ということはないのですが、足を上げることが目的ではありませ

ん。片足を持ち上げているときに支えている反対の足のトレーニングです。実

際にやってみると、膝や股関節の筋肉だけでなく、足の指で地面を掴みながら

支えていることがわかります。支えている間にグラグラしないように、足裏の

感覚と脳の間でやり取りをするなど、筋肉だけでなく神経と脳の活動性も刺激

できます。そのため、「ダイナミック・フラミンゴ療法」とも呼ばれています。 

なお、実際に行うときには、壁や手すりなど何かにつかまれる状態で、安全

性に配慮しながら行うことがとても大事になります。軽く捕まった状態でも構

いません。そして、1分間を目標としますので時計を見ながら行うことも良いの

ですが、我々はおおよそ 1分くらいになる歌を歌いながらの片足立ちを勧めて

います。「シンギング・フラミンゴ」といいます。今回は実際に「森のくまさん」



という歌でやってみたいと

思います。 

3)かかと上げ（かかと落と

し） 

 足のふくらはぎの筋肉で

ある下腿三頭筋だけでなく、

足の指を曲げる筋肉など、人

が立っているときに地面を

つかむことに必要な筋肉を

鍛えることができます。 
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        NHK きょうの健康「寝たきりと防ぐ！ロコモ体操 監修：中村耕三、運動指導：藤田博曉 

特に下腿三頭筋は膝を伸ばす筋肉として重要なだけでなく、姿勢を良くする効

果があるといわれています。ロコトレはスクワットと片足立ちの２種類で構成

されていますが、我々は「ロコトレプラス１」として、この体操をお勧めして

います。 

 実際のやり方については、 

① 椅子やテーブルの前に、足を肩幅くらいにして立つ。 

② 姿勢はそのままで、背伸びをするようにかかとをあげる。 

③ 可能であればストンと下ろす。 

④ 1セット 20回くらいを、1日 3セットを目標としましょう。 

このトレーニングも「1,2、1,2」とやるのも良いのですが、やはり歌に合わ

せて行うことをお勧めしています。今回は水戸黄門の「ああ人生に涙あり」

の合わせてやってみましょう。 

 

5.ロコトレの効果は？ 

私が所属している NPO法人高齢者運動器疾患研究所という活動があります。

これは、平成 17年から東京の板橋区を中心として活動している組織で、整形外

科医と理学療法士が主なメンバーとなっています。主な活動としては、地域の

高齢者に対して運動器の疾患に関する講演会や、ニュースレターの発行などを

行なっています。 

この活動を通じて地域の 153名の高齢者を対象として、2ヶ月のトレーニン

グ効果の検証を行いました。その結果、筋力だけでなくバランス能力や歩行速



度の改善が見られ、膝や腰の痛みのスコアも改善するなどの効果を認めること

ができました。この研究から、ロコトレは簡単なトレーニングなのですが、ロ

コモの改善に有用であることがわかりました。 

 

6.宇宙医学から学べること 

 今回、私自身も宇宙医学という領域を再認識し、我々の生活にとても身近で

あることがわかりました。元 NASAのライフサイエンス部門責任者であるジョー

ン・ヴァーニカス博士は「老化現象の多くは、長い人生をかけて、徐々に重力

の恩恵を避けるようになった結果である。」と述べています。また、重力と寿命

との間には関係があるのではないかといわれています。つまり、老化を考える

ときに重力を意識することで、多くのことを学ぶことができます。そして、宇

宙飛行士たちが急に老けこんだようになる変化は、無重量への適応の姿だとい

われています。 

幸いにして我々は重力の恩恵を受けられる環境で生活をしています。「重力を

利用した健康づくり」として、ロコモティブシンドロームについて考えて頂き、

健やかな長寿社会を生きていただけばと思います。 


