


＜登場人物＞

：作者のちょっと偏った理想が具現化した先生

：いままであまり筋トレしてこなかった研修医２年目

： まじめでよく運動してるけど、筋肉をつけることは考え
ていなかった研修医２年目

　本書は解説とマッスルクエスチョン、マッスルポイント、マッス
ルオピニオン！で構成しました。まずマッスルクエスチョンで議論
にまつわる問題点を整理しています。エビデンスをレビューし現行
の考え方を解説し、各項のポイントをマッスルポイントとしてまと
めています。
　最終的にどうすればよいか、エビデンスが確立しておらず定まっ
ていない事案が多いのが現状です。それでもある程度の総括と推奨
をした方が明日の筋トレや医療に生かしやすいのではないかと考
え、マッスルオピニオン！として私なりのまとめをしております。
ここはオピニオンとあるように完全に自分の私見となりますので、
そのように差し引いて読んでいただけましたら幸甚にございます。



iii

CONTENTS

Ⅰ部 Introduction：筋肉への注目… ………………………………… 1

 01	 	なぜ今、筋肉なのか？ /筋トレブームとサルコペニア、	
ICU-AWの関係は？…………………………………………………………… 2

1．筋肉をつけるのは難しい… ………………………………………………… 4
2．筋肉をつけるには何をしたらいいのか…………………………………… 5

 02		筋肉は尊い………………………………………………………………………… 7

1．筋肉があったほうがかっこいい!?… ……………………………………… 8
2．真に太りにくい体とは………………………………………………………… 10
3．安静時の代謝量………………………………………………………………… 11
4．運動時の代謝量………………………………………………………………… 14
5．筋肉は貴重なアミノ酸の貯蓄庫… ………………………………………… 16
6．筋肉があるほうが長生きする… …………………………………………… 18

Ⅱ部 筋合成の生理から見直す筋トレの方法論… ………………… 21

 01	 ボディビルドから考える筋量増加の鍵…………………………………22
1．ボディビルド学から筋肉量増加のポイントを学ぼう！… ……………23
2．ボディビルド学から脂肪減量のポイントを学ぼう… …………………24
3．脂肪を落としながら筋肉をつけることはできない？… ………………26

 02	スポーツ医学の発展と筋タンパク合成…………………………………28
1．筋肉量増加の鍵は栄養、運動、同化力!!… ………………………………34
2．食事／栄養………………………………………………………………………34
3．運動… ……………………………………………………………………………36
4．同化力… …………………………………………………………………………37

 03	筋トレのエビデンスから考えるエクササイズ………………………40
1．筋トレの基本……………………………………………………………………42
2．筋トレのガイドライン…………………………………………………………44
3．最適の負荷量はいくらか… …………………………………………………48



iv

4．週に何回筋トレするのがよいか？… ………………………………………56
5．筋トレ1日あたりのセット数は何回にすべきか？……………………… 61

 04	筋トレの栄養学… ………………………………………………………………67
1．栄養と運動のバランスが重要………………………………………… 68

2．筋合成はタンパク質が命！… ………………………………………………69
3．タンパク質摂取の極意　～タイミング、量～……………………………76
4．タンパク質摂取の弊害…………………………………………………………87
5．タンパク質の種類による違い… ……………………………………………94
6．炭水化物 vs 脂肪…………………………………………………………… 104

7．ビバ炭水化物！とカーボローディング………………………………… 104

8．ビバ脂肪！と低炭水化物食… …………………………………………… 108

 05	ドーピングと同化力強化アプローチ………………………………… 118

1．ドーピングとは何か………………………………………………………… 119

2．ドーピング薬から筋合成を考える… …………………………………… 123

3．ドーピング薬剤の紹介……………………………………………………… 125

4．アナボリックステロイドの威力と副作用……………………………… 130

5．サプリメントによる同化力強化アプローチ…………………………… 133

Ⅲ部   筋合成の生理から考えるサルコペニア、 
ICU-AW対策総論… …………………………………………………… 141

 01	 はじめに… ……………………………………………………………………… 142

1．サルコペニア、フレイル… ……………………………………………… 143

2．ICU-AW、PICS……………………………………………………………… 147

 02		筋肉の評価方法～筋肉量、筋力、持久力、機能（パフォーマ
ンス）… …………………………………………………………………………… 152

1．筋肉量評価…………………………………………………………………… 152

2．筋力評価… …………………………………………………………………… 159

3．機能（パフォーマンス）評価、持久力評価…………………………… 160

4．その他のICU-AW検査……………………………………………………… 165

 03	高齢者・病気時の筋タンパク合成… ………………………………… 168
1．高齢者の同化抵抗性………………………………………………………… 170



v

2．同化抵抗性と筋トレの効果… …………………………………………… 170

 04	一般的なICU-AW/PICS対策…………………………………………… 172

1．ABCDEバンドル… ………………………………………………………… 172

Ⅳ部  サルコペニア、ICU-AWに対する運動・ 
リハビリテーション… ………………………………………………… 175

 01	 サルコペニア・病人の運動・リハビリテーション一般論… 176

 02	ICUでの早期リハビリテーション… ………………………………… 178

1．早期リハはいつからがよいか？… ……………………………………… 179

2．早期リハはどこまで期待できるか？…………………………………… 180

3．安全性… ……………………………………………………………………… 181

 03	早期リハがかえって病態を悪化させる!?… ……………………… 183

 04		病中病後の運動・リハビリテーションでは炭水化物の前投与
が基本？… ……………………………………………………………………… 185

1．クレアチンリン酸…………………………………………………………… 186
2．グリコーゲン………………………………………………………………… 186
3．脂肪酸… ……………………………………………………………………… 187

 05	回復期とサルコペニアのリハビリ… ………………………………… 191

 06	 ICUで行えるリハビリテーション… ………………………………… 193

1．自転車エルゴメーター……………………………………………………… 194
2．神経筋電気刺激　EMS（electrical…muscle…stimulation）… …… 196

 07	呼吸筋のトレーニング／リハビリテーション…………………… 200
1．ICU入院患者の呼吸筋……………………………………………………… 200
2．呼吸筋を鍛える……………………………………………………………… 202
3．呼吸筋のダメージを考慮する… ………………………………………… 204

Ⅴ部 サルコペニア、ICU-AWの栄養療法………………………… 207

 01	 ICU-AW／疾患急性期の栄養療法…………………………………… 208
1．急性期エネルギー投与の基本戦略… …………………………………… 210



vi

2．Overfeedingの悪…………………………………………………………… 212

3．エネルギー負債……………………………………………………………… 217

4．Permissive…underfeeding… …………………………………………… 218

5．タンパク質は重要！………………………………………………………… 224
6．持続投与 vs 間欠投与… ………………………………………………… 227

 02	病後回復期、サルコペニアの栄養療法……………………………… 231

 03	下痢の恐怖!?…………………………………………………………………… 233
1．下痢の機序と栄養吸収……………………………………………………… 233
2．下痢時の栄養吸収の実際… ……………………………………………… 234
3．集中治療における下痢……………………………………………………… 236

 04	 炭水化物 vs 脂肪	in	集中治療………………………………………… 240

 05		サルコペニア、ICU-AWともに、栄養と運動を組み合わせる
ことが大事！…………………………………………………………………… 241

Ⅵ部  サルコペニア、ICU-AWへの同化力強化アプローチ 
… …………………………………………………………………………………… 245

 01	 同化力強化の応用可能性… ……………………………………………… 246
1．ロイシンなど特定のアミノ酸投与戦略………………………………… 247
2．まさにドーピング！アナボリックステロイド………………………… 249

 02	開発中のアプローチ………………………………………………………… 251

1．男性ホルモンもどきSARM… …………………………………………… 251

2．これもドーピング！な成長ホルモン…………………………………… 252
3．脂肪燃焼アミノ酸！カルニチン… ……………………………………… 252
4．ビタミンDで筋合成？……………………………………………………… 253
5．脂肪で筋合成？ PUFA、EPA… ………………………………………… 254
6．ミオスタチン阻害薬………………………………………………………… 255
7．βブロッカーで筋合成!?…………………………………………………… 256
8．HMB…………………………………………………………………………… 257



Ⅰ 部
Introduction：筋肉への注目



2

01 なぜ今、筋肉なのか？
／筋トレブームとサル
コペニア、ICU-AW
の関係は？

Ⅰ部  Introduction：筋肉への注目

：ハアハアハアハアハア（腹筋中）

：あと 4回！

：やあ研修医諸君、何してるの？

： あ、筋肉先生、お疲れ様です！ひょろい研修医君にかっこ
よくなってもらおうと筋トレをしてもらってます。

： 筋肉の大事さに目覚めたんだね、それはセブンセンシズ
だ！でも腹筋ばっかりやってるのはなぜ？

：夏に向けて脱げる体を作ろうと思って。

： でも腹筋しまくっても腹の肉だけ落ちるわけじゃない。部
分やせは基本的にできないし、腹筋は小さい筋肉だから効
率がよくないよ。

：えええええ！腹筋が一番いい運動と思ってたのに。

： あまり筋トレの知識がないんだね。それじゃサルコペニア
やICU-AWとも戦えないよ。
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　いきなりで恐縮ですが今まさに時代は筋肉と言うことができます。本屋に行
けば沢山の筋トレや筋肉を謳う図書が並び、インターネットでも様々な情報が
ヒットするようになりました。街にはフィットネスジムが増え、ジム併設の老
人ホームなどもできていることをご存じでしょうか？　決して全員とはいいま
せんが、老若男女問わず、広く筋トレに興味を持ち、取り込むようになってき
ました。
　執筆の直近では 2018年の流行語大賞に「筋肉は裏切らない」がノミネート
されたのも、なかなかにセンセーショナルでありました。サラダチキンに代表
されるプロテイン中心の健康食品のブームも筋育ゆえと言うこともできます。
テレビでも体を引き締め美しい逆三角形を披露するアイドルが男性女性ともに
増えてきているのも事実で、おそらく 20年以上前から大きく変化してきてい
ると言えます。筋肉は大事、ということが世間的に認知されるようになってき
たわけです。

　おりしも医療の世界でもサルコペニアやフレイルといった高齢者の筋肉減少
が注目されるようになり、集中治療の世界ではPICSやICU-AWとして筋肉量
減少、能力低下が問題視されるようになりました。世間一般と医療業界が同時
期に筋肉に再注目するようになり筋肉の時代が到来したことは偶然ではありま
せん。これらは一重に医療水準の向上により人間が長寿社会を迎えたことに起
因します。
　つまり医学の発展により平均寿命が大きく向上し、肺炎や癌などの病気を乗
り切った患者、あるいはそれらを予防、回避し長生きする健康人が次に目指す
ようになるのは当然のことながら健康寿命です。健康に自立した生活を送り続
けるために、運動をしよう、筋肉をつけようという話の流れになります。
　超高齢化社会だからこそ多数の高齢者がそのように考えメディアもターゲッ

： たしかに、弱っちゃう患者さんに何やってあげていいかわ
からなかったんですよね。

： 言われてみれば筋トレブームなのに、自分の医療には結び
つけてこなかたったな。

： その通り！本当は世の筋トレブームとサルコペニアやICU-
AWの概念は連動していて、だからこそ筋トレの生理やエ
ビデンスから勉強して病気に立ち向かう意義があるんだ！
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トとし、そして若年者も健康寿命を延ばすように努力をするようになります。
飽食の時代でメタボなどが問題となったこともこれを後押しする形になりまし
た。

　一方で集中治療におけるPICSやICU-AWが認識されるようになったのも、
集中治療医学の発展により一昔前であれば亡くなっていた重症患者が救命でき
るようになり、救命後の患者のその後を医療関係者が見る機会が増えたことか
ら始まっています。生死を分ける重症患者が救命されたものの寝たきりとなっ
てしまう、あるいはハッピーエンドで退院したと思っていたら 1年後に肺炎な
どで再来し精神身体能力低下を抱え生活していたことを知る、などしばしば経
験されるケースと思います。
　救命率の向上にある程度の限界を迎え、機能予後や長期予後にアウトカムの
注目が移った結果がPICSやICU-AWと言えるわけです。世間でも集中治療医
学でも、筋肉への再注目は医療の発展による必然と言えるのです。
 

 1．筋肉をつけるのは難しい
　しかしながら、御自身で筋トレされている方はよく御存知のことと思います
が、筋肉をつけることはとても容易ではありません。詳細は後の項で詳しく述
べますが、脂肪もつきながら太ってよければ筋肉もつけることはできますが大
半の方にそれはゴールにならないでしょう。
　特に、 10代・20代の若い人は同化ホルモンの量と豊富な体力、時間により
筋肉を育みやすいのですが、 30歳すぎてから筋肉をつけることがいかに大変
か。運動だけでなく食事にまで相当な気を使わなければならないのは言うまで
もありませんし、限界を攻めるような筋トレができるようになるのも努力が必
要です。
　一方で一度病気になると筋肉はかなり減少します。2週間の集中治療で筋肉
はおよそ 20％も減少すると言われるほどで、そこまでの大病でなくても病気
による異化と運動量減少により程度の差はあれ減少します。健康であるからこ
そ筋肉を培うことができるわけです。それだけ筋肉は尊いものであり筋肉は各
人の財産と言えます。筋肉が沢山ついている状態、キン肉マンやマッチョマン
は偉大なのです。

　かくして筋肉全盛の時代、病気で体が弱る患者に対してできるかぎり筋肉減
少、能力低下を最小限に抑えようと、医学の世界でも集中治療から悪性腫瘍診
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療、慢性期診療までリハビリテーションや栄養療法など様々なアプローチで挑
む時代に突入しました。おそらくこれを読んでくださっている読者も御自身で
も筋トレに励んでいる方が多いのではないかと思います。
 

 2．筋肉をつけるには何をしたらいいのか
　当然体を最低限動かした方がよい、十分な栄養をとったほうがよいと皆認識
しているわけですが、実は具体的に筋肉をつけるための方策に関して医療関係
者はそこまで熟知していません。たとえば、

　「プロテインはどの種類のものを 1回何gとるとよいか？」

というような、筋トレの最大の軸となるようなClinical Questionに自信を持っ
て答えられる人は少ないと思います。
　また若かりし頃、筋トレに励み筋肉マンでいた方でも、ここ 10数年におけ
る筋トレの仕方のパラダイムシフトをupdateしている方は少ないと思います。
　もちろんスポーツ医学でもまだわかっていないことが多いですが、何がわ
かっていて何がわかっていないかを整理することは当然大事です。いかに筋肉
をつけるかを日々研究するスポーツ医学者、あるいは日々鍛錬し筋肉を育むア
スリートの方々は熱心に筋肉を研究し勉強しています。特にボディビルダーと
呼ばれる方々こそ、想像を超えるような筋トレの日々を過ごしているだけでな
く、栄養学やスポーツ医学をよく勉強し、自分の体を用いて常に臨床試験のよ
うな厳格さで筋トレを模索する、いわゆる科学者たる人が多いのです。
　今こそ我々医療従事者も、これらのスポーツ医学から筋肉を養うための最善
の方法を学び、日々の診療に取り入れることが必要ではないでしょうか。
　この本は筋トレのスポーツ医学や栄養学から筋肉をつけるためにどのように
すればよいかをレビューし、生理学を通して基礎から筋肉をつけるための理論
を学びつつエビデンスに基づいた筋トレや栄養の取り方を考え、最終的にサル
コペニアやICU-AWと戦うためのインテンシブケアトレーニングを提唱してい
きたいと思います。その知識は必ずや日々の診療に何らかの形で貢献できると
思いますし、何より読者諸兄自身の筋トレのためにそのまま応用することがで
きます。この本を全て読んだ後には（自分がそうであったように）、あなたは筋
トレがしたくてたまらなくなっていることでしょう。

　ここまで「筋肉」という言葉でまとめて表現してきましたが、筋肉として表
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現し意義をなすものとして筋肉量とに機能に分けることができ、機能はさらに
筋力、持久力、運動能力などに分けることができます。つまり筋トレや筋肉を
つけるといった場合には筋肉量を増やすことを目標とする場合と筋力や持久力
を上げることを目標とする場合があり、これらは大きく異なります。
　スポーツをやっている人やアスリートは筋力や持久力などの機能が重要な目
標になるでしょうし、見た目や代謝をよくすることを目的としていれば目標は
筋肉量増加になります。どちらも重要なアウトカムで獲得すべきものであり、
この本の中でも筋肉量、筋力、持久力などわけて紹介していきます。
　しかし本全体では特に筋肉量を主たるアウトカムにして議論をしていきま
す。病後の患者の生活自立や長期予後には機能的側面が最も大事であります
が、ここまで述べてきたように筋肉量もまた非常に大事な各人の財産というこ
とができ、また特に栄養療法は筋肉量が重要なアウトカムの 1つになります。
　自分の思いがこの本には強く混入されていることもあり、本全体を通して

「 primary outcomeは筋肉量」に偏っていることをあらかじめことわってお
きますのでそのような目で読んでいただけますと幸甚にございます。それでも
必ずやこのアウトカムを考えて日々の診療、そして自分自身の筋トレ、筋育に
この知識を役立てることができると信じています。
　上記の意味でこの本は病気で体が弱る患者を診療しうる全ての医療従事者に
お送りしますが、ご自身のトレーニングに筋肉量や見た目、代謝をよくしたい
方、すなわちボディビルドを目指す方に特にお勧めします。一方でテニスや
サッカーなどスポーツをしたい人、アスリート路線の方には機能面をアウトカ
ムにした議論も必要です。とはいえ筋肉量はスポーツにも重要ですし筋肉や見
た目がいらない方はいないと思うので、偏っていることを理解しながら読んで
もらえればよいと思います。
　また、著者は専門のトレーナーではありませんので、筋トレの正しいフォー
ムやメニューに関しては筋トレのマニュアルや教本をご参照いただきたく存じ
ます。よろしくお願い申し上げます。

マッスルオピニオン！

１．長寿社会の今こそ筋肉量はprimary outcomeになりうる！
２． 筋合成の生理学を勉強し、サルコペニアやICU-AWに対策するインテン

シブケアトレーニングを実践しよう！
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02 筋肉は尊い
Ⅰ部  Introduction：筋肉への注目

： 早速だけど研修医君、君はもっと筋肉（量）をつけたほう
がいい。これは君だけじゃなくて老若男女全てに送る言葉
だけどね。

：えー、筋肉つけすぎると「きもい」って言われませんか？

： 私もマッチョになりたくないからあまりやりすぎたくない。

： 筋肉つけて「きもい」なんてことは絶対にない！（と信じ
ている）
 まずそもそもそんな簡単に筋肉はつかない！ボディビルダ
ーの肉体美は長年のすさまじい努力の結晶であって、僕達
ががんばってもあんな筋肉をつけることはできないんだよ。

： 自転車こぐと足太くなるから嫌だとか言ってる女子は嘘な
んですね。

： その通り！そんな簡単に筋肉ついたらジムなんかいらない
よね。
さらに時代が筋肉にシフトしてきたことで、筋肉があるほ
うがさらにモテるようになってきてるんだよ。

：まじすか……

：そんなことないと思うけど……

： そこは男女ともに、無意識下でそう感じるものがあって、
その理由もちゃんとあるんだ。

： へー、でもとりあえずやせたいという場合のが多くないで
すか？

： やせるためにもまず筋肉から！女性にも間違いなく筋肉量を
つけることをおすすめするちゃんとした理由があるんだよ。
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　ここでは筋肉の大事さを語っていきます。筋肉の評価要素としては筋肉量と
機能、機能には筋力と持久力などがあり、スポーツをする人やフレイル対策と
しては機能が極めて大事になりますが、この本では「primary outcomeは筋肉
量」ですので特に筋肉量の大事さに特化してお話していきたいと思います。筋
肉量も大事なアウトカムたりうることを納得していただければ幸いです。

 1．筋肉があったほうがかっこいい！？
　そもそも「筋肉が多い方がかっこいい（異性にモテる）のか」は我々の古く
からの一大テーマであります。これには多くの支持意見と反対意見が入り交ざ
り特定の結論を出すことが難しくなっており、その人の好みとなるところが否
めないのですが、それでも時代はそれを支持する方向に流れてきており、今後
さらに流れは加速することになると考えられるのです。
　かっこいいかどうかは身体イメージや理想によって決まるものですから、当
然人種や文化によって大きな影響を受けます。特に日米での男性の理想像の違
いは大きなものでありました。男性の理想像は特撮のヒーロー物（日本では戦
隊ヒーローやウルトラマンなど）やそれに準じるアニメなどに反映されます。
当然皆が憧れる理想に近いほど番組が売れますし、ファンの多くは子供ですか
ら、それを見て憧れを持ち育つことでさらにその理想を由とする文化が強くな
ります。
　ここで日米のヒーローの違いを考えてみてください。スーパーマンやキャプ
テンアメリカなど、アメリカのヒーローは逆三角形の筋肉隆々な体をしていて
筋肉をアピールしていることが多く、アニメではさらに誇張されて表現されて
います。一方で日本のウルトラマンや戦隊ヒーローは筋肉マンとはいいがた
く、むしろ細くスレンダーな体型をしてかっこいいとされてきました。これが
日米での男性の理想体型の認識の違いであります。
　すなわちアメリカでは筋肉があればあるほどかっこよくモテて、逆に筋肉が
ないと男性的魅力がないとされます。遺伝的に体格のよい欧米人ですが筋トレ
で体を鍛える方向に行きやすいのは理想からでもあり、ドーピングをしてでも
筋肉をつけたいと考える若者が出やすいのです。

筋肉量はなぜ尊いか？
　なぜ pr imary  outcome になりうるのか？
？ MQ マッスルクエスチョン
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　本当にアメリカでも筋肉があるとモテるのか？と疑う方もいると思います
が、筋肉量・体形と性的魅力の相関関係を解析した論文が報告されています。
アメリカでの解析で筋肉量があればあるほどsex partnerが多かったとするも
の［Evol Hum Behav 2009 ; 30 : 322 -8］や、アメリカでの若年女性へのアンケー
トで男性の筋肉量が多ければ多いほど性的魅力を感じると答えたもの［ Pers 
Soc Psychol Bull 2007 ; 33（8）: 1167 -83］など、枚挙に暇がありません。
　文化の欧米化が進むのが常の昨今、この身体イメージも欧米化の方向に舵を
切っています。2000年前後からフィットネスジムが増え、筋トレが流行した
ことは健康志向とも関連しますが、筋肉を育成しやすい環境が発達してきたこ
ともあり、線の細い華奢な男性（もニーズはあるのかもしれませんが）よりも
細マッチョやそれ以上に筋肉を蓄えた男子がアイドルや芸能人としてテレビに
上がることが多くなってきているのです。
　敬意を表してここに例に挙げるなら人気アイドルグループの嵐のメンバーは
日本全体の人気や憧れを獲得しながらも相当に体を鍛えていることで有名で、
脱いでも素晴らしい身体をしています。
　他にも筋肉芸人や筋肉を鍛えた俳優が増えていることも実感されていること
でしょう。また女性のタレントや俳優でも、昨今は非常に体を引き締め運動も
している方が増えており、最たる例では衣装モデルさんなどはものすごい筋ト
レをしています。日本でも、男女ともに筋肉がある程度あった方がかっこよい
とする文化が広まってきているのです。

　筋肉があるほうが魅力的と感じることは子孫繁栄のために理に適っており、
それは遺伝子に刻まれている？ともいうことができます。もちろん、狩猟の時
代から銃以外での戦争が主だった時代には強い人間こそが生き残るために必要
なものであり魅力的であった（異性としてその遺伝子と交わり子孫を残したい
と思う）ということが当然言えるわけですが、文明の発達した現在においては
生存のために力強さはいらなくなったものの、それでも筋肉があることがヒト
として優れていて異性が潜在的に魅力に感じる必然があります。
　なぜなら筋肉があることは健康の現れでありその後の長寿の可能性を示唆す
るものだからです。筋肉は健康な状態でないと育成できませんし、病気になれ
ば容易に失われます。筋肉隆々であることは健康の証であり、その後にかけて
も健康的に生存しやすい（フレイルやサルコペニアになりにくい）肉体を保持
し、それ故に長期的に収入も得やすい、現代風にも優れた人間であることを示
唆するものと言えます。実際に鍛えている人の方が長生きするということが昨
今多くの観察研究で報告されています［Arch Cardiovasc Dis 2016 ; 109（11）: 
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626 -33］。
　「モテたいから筋肉をつける」という行動心理は間違ったものではないのです。

 2．真に太りにくい体とは
　おそらく読者の皆様も、人生に一度はやせることを目標にダイエットに励ん
だことがあるのではないでしょうか。
　先の筋肉の多寡の是非とは別に、脂肪はないほうがよいというのが欧米でも
日本でも共通の認識かと思います。裕福ではない国や過去はその限りではあり
ませんが、飽食の時代に脂肪をつけることは容易であり、逆につけないあるい
は減らすことに努力が必要になります。そのために皆、特に運動を職業にする
人以外は少なからずダイエットを検討することになりますが、ここでのダイ
エットの最終目標とすべきは何でしょうか。

筋肉をつけたほうが魅力が増すと感じるのは理に適っている

 マッスルポイント

　筋肉マンすぎてもモテない？
　ここに論じたように筋肉があったほうが異性に対して魅力的であることは
正しいのですが、筋肉がありすぎると逆効果になりかねないことは想像に難
くありません。「マッチョはきもい」などと揶揄される（あの尊い筋肉になん
てことを言うんだと思いますが）ことも、よくみかけます。
　先に紹介した論文にも続きがあり、筋肉があったほうが魅力的なのですが
ありすぎると逆に魅力が低下するという結果が最終的に報告されています

［Pers Soc Psychol Bull 2007; 33: 1167-83］。筋肉がないよりあったほうがよ
いのは間違いないことですが、過ぎたるは及ばざるがごとし、不自然につい
た筋肉はやはり魅力が低減するのです。
　おそらくそのような筋肉は健康的とも捉えにくく、ドーピングなどで不自
然に得られるというイメージが真実なのでしょう。もっとも、このような筋
肉はその通りドーピングなどを介さないとそうそう身につくものではありま
せんので、我々はがんばって筋肉を養いましょう。
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　ボディビルダーは大会のために体をしぼりその一瞬のやせを目指す（つまり
大会が目標となります）が、一般人はある一瞬だけやせようということは少な
いと思います。おそらく一般のダイエッターに共通する目標は永続してやせた
体をつくる（リバウンドしたい人はいません）ことであり、言い方を変えれば
リバウンドをしにくい体、太りにくい体を作ることと言えると思います。
　様々なダイエット方法が考案され一時的なブームを作ってきたものの、最も
大事なダイエットはそれが永続するかどうかにかかり、食事だけのダイエット
方法はそれがかないません。食事制限だけではリバウンドしやすいのは筋肉が
なくなるからで自明ですし、筋トレを合わせて行うべし、という鉄則はもう一
般的となっていると思います。
　ではどのような体がリバウンドしにくい、太りにくいのでしょうか。無論、
永続的に運動し続けることがダイエットにも健康にもよいのは間違いないです
し、動物は動くことをやめてはいけないでしょう。動き続けられる、運動を続
けられる体や習慣づくりも大事なダイエットと言え、そのためにも筋トレは大
事です。一方で、太るかやせるかは摂取エネルギー量が消費エネルギー量を上
回るか下回るかにかかっていますので、消費エネルギーが大きい体は太りにく
いということができます。

 3．安静時の代謝量
　消費エネルギー量は実際の活動量、運動量に大きな影響を受けますが、仮に
1日中運動をしないで安静に過ごした場合のエネルギー量を安静時基礎代謝量

（ Resting Energy Expenditure: REE）として表現します。REEが大きいほど
何もしなくても体がエネルギー消費するということですから、太りにくいと言
うことができます。個人のREEは正確には熱量計などの方法を用いて計測する
ことができますが、参考として以下のような計算式が提唱されています。

　　REE＝28.5×LBM
　　LBM（lean body mass，除脂肪体重）＝（1－体脂肪率）×体重

　この 28 .5を用いた計算式は日本人の食事摂取基準に示される 18 -29歳の
基礎代謝基準値と日本人の一般的な体格を参考に算出されたものですが、日本
人のアスリートでの研究でもこの式と係数がおおよそ当てはまり使用できるこ
とが示されています［Asia Pac J Clin Nutr 2008 ; 17（S2）: 420 -44］［トレーニ
ング科学 2005 ; 17 : 245 -50］［トレーニング科学 2008 ; 20 : 25 -31］。
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　重要なことは係数がいくらであるかではなく、安静時基礎代謝量は除脂肪体
重LBMと最も相関関係にあるという事実です。すなわち、脂肪はいくらあって
も基礎代謝に大きな影響を与えず、REEを増やす（太りにくい体を作る）ため
には脂肪以外の体重を増やすべきとなります。
　体重 100 kg超えの肥満患者のREEを間接熱量計で計測すると思ったほど高
くないということは、しばしば経験されます。脂肪以外で体重を増やせるとこ
ろはどこでしょう？というと、内臓や骨は容易に増やせるものではなく、中で
も変化させられるものは筋肉のみとなります。筋肉をつけることが唯一のREE
を増やす算段となるのです。
　この推定式の 28 .5は日本人のデータからの解析であるものの、 18 -29歳
というかなり若年のデータから算出されたもので、むしろアスリートには当て
はまりやすいかもしれませんが普段運動しない人にとってはもっと少なくなる
可能性があります。
　ただ、仮に 28 .5という数字が正しいとしても全く安心できないことを、一
般的な女の子の例で説明します。最近の痩せ形指向の女の子だと身長 150 cm
で体重 40 kgくらいというのはざらで、40 kg台でないと太っている位の認識
がよくみられます。女性の場合体脂肪率 20％でもかなりやせているほうです
から、仮にこの子が 20％だったとすると、

　　LBM＝40×（1－0.2）＝32（kg）
　　REE＝28.5×32＝912kcal

となります。
　この計算の意味するところは、もしこの女の子が一日家で寝て過ごすくらい
の活動量だと必要エネルギー量は 1000 kcal/day程度となり、それ以上食べた
ら太るということになります。1000 kcalというのは 1回外食しただけで簡単
に超えるカロリーですから、たとえ活動をしていてもある程度の運動をしなけ
れば容易に太りやすい体と言えるのです。女性でLBM30 kg前後というのは非
常に多いので他人事ではなく、これを悲劇とあきらめずに改善するためには
LBMを増やす、すなわち筋肉をつけるべきなのです。
　これをもっと詳しく見ると、1992年にElia先生が報告した有名な臓器ごとの
消費エネルギーに分解することができます［Elia M 1992］1。安静時の臓器 1 kg
あたりの 1日消費エネルギーは、肝臓 200 kcal/kg/day、脳 240 kcal/kg/day

1 Elia M. Organ and Tissue contribution to metabolic rate. In: Kinney, JM; Tucker, HN., （ eds） Energy Metabolism: Tissue 
Determinants and Cellular Corollaries. New York: Raven Press; 1992 . P61 -80 .
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（もっとも、脳は安静でも活動量に違いが出るのでかなり上下するとされます
が）、心臓 440 kcal/kg/day、腎臓 440 kcal/kg/day、骨格筋 13 kcal/kg/
day、脂肪組織 4 .5 kcal/kg/day、前述臓器以外の残り 12 kcal/kg/dayとなる
と言われています。すなわち式で書くと

　　REE＝200Tw肝臓＋240Tw脳＋440Tw心臓＋440Tw腎臓
　　 　　＋13Tw骨格筋＋4.5Tw脂肪組織＋12Twその他の臓器
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Tw：重量kg］

のようになります。
　この式は心臓や腎臓などの臓器（ 440 kcal/kg/day ！）が他の臓器

（12 kcal/kg/day）と比較して普段いかにエネルギーを使っていることや、脳
が最低限必要なエネルギー（これだけは糖として供給する必要があり貯蔵グリ
コーゲンを考えて最低限の栄養投与に考える必要がある）など重要な事実をた
くさん教えてくれていますが、今回の話で注目したいのはこの骨格筋エネル
ギーの部分です。
　骨格筋は全く使わなくても存在するだけで 13 kcal/kg/dayものエネルギー
消費をするということで筋肉をつけることが直接的にREEを増やすことになる
のがわかりますが、 13という数字は決して大きくはありません（1 kgつけて
も 13 kcal ！）。しかしこれは臓器 1 kgあたりのエネルギー消費量ということ
であり、全身における筋肉の総重量は心臓や脳とは比べようもなく大きいです

■ 骨格筋  ■ 肝臓  ■ 脳  ■ 心臓  ■ 腎臓  ■ 脂肪組織  ■ その他

安静時基礎代謝量
REE

代謝率
（kcal/kg/day）

臓器別重量（kg）
FFM 28

13

364

1.8

200

360

1.4

240

336

0.33

440

145.2

0.31

440

136.4

15

5

75

23.16

12

277.92

0% 20% 40% 60% 80% 100%

図 1 　安静時の基礎代謝
もともとは体重 70kg の白人男性をもとにしている。臓器別重量は日本人の数字とは異なる。

（Am J Physiol Endocrinol Metab 1998; 275: E249-58 より作成）
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から、エネルギー代謝全体でみると筋肉の占める割合は非常に大きいのです
（ 図 1 ）。

　実際には脂肪組織も最低限のエネルギーを消費するので式に現れますが、そ
の係数は筋肉の 1 /3程度と小さいものになり、筋肉よりも密度つまり体積当
たりの重量が小さいので消費に与える影響は小さいのです。

 4．運動時の代謝量
　また、これは安静時代謝量です。筋肉があれば少し動くだけでもエネルギー
消費は非常に大きくなり、人間全く動かずに生活するということはありません
から、前述の 28 .5やそれ以上に、筋肉がつけば大きな消費エネルギーアップ
をはかることができます。実際の必要エネルギー量はこのようにREEとは別に
運動消費のエネルギー量を加味して考える必要があります。運動に関わるエネ
ルギー消費量は運動強度METs: Metabolic Equivalentsとして検討すること
ができます。

　　エネルギー消費量（kcal）＝METs×体重（kg）×時間（h）×1.05

　活動度が高い行為あるいは激しい運動（ METs↑）を長く（時間↑）すれば
エネルギー消費量が大きくなるという当たり前のもので、 表 1 はどのような
行為や運動がエネルギー消費が大きいのかに関して参考になると思いますが、
実際のエネルギー消費量は想定通りにはなりにくいので実際にこの式を使って
消費エネルギーを計算するのはうまくいかないことが多いです。
　しかし筋肉をつけることはより大きいMETsの運動をより長時間できるよう
になるという意味で消費エネルギー量UPに貢献するのは間違いありません。さ
らに注目していただきたいのはMETsの計算式に×体重が入っていることです。
　体重が重ければ重いほど、それを動かすのにエネルギーを必要としますから
エネルギー消費量が大きくなります。この意味では脂肪も重りとして作用でき
消費量は有利に傾きますが、それよりも筋肉の方が（体積当たりも）重い臓器
ですから筋トレして筋肉量が大きい人はこの体重のかけ算で有利になります。
　さらにその運動が何METsにあたるかは参考値であり万人に共通するもので
はありません。同じ速さで歩くという運動でも普通の人と筋肉マンでは動員す
る筋肉の量が違うために筋肉マンのほうがエネルギー消費量は大きく、実際の
METsは大きくなります。つまり筋肉量があればあるほど同じ行為に対する
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METsを高めることができ、先の体重増加と合わせて運動に関わるエネルギー
消費を大きくすることができるのです。

　以上のように、太りにくい体つまり代謝量の大きい体を作るためには筋肉量
をつけることが一番でありそれ以外にないということができます。食事制限な

表 1  各運動とMETs
METs 活動内容

1.0 静かに座る

1.2 静かに立つ

1.3 座った状態で本や新聞等を読む

1.5 食事、電話、車の運転、軽度のオフィスワーク

1.8 立った状態での会話

2.0 更衣、シャワー、ゆっくりした平地歩行

2.3 立ち仕事

2.5 ストレッチ、ヨガ

3 自転車エルゴメーター：50ワット，ボウリング,ウェイトトレーニング（軽・
中等度）

3.5 体操（家で、軽中等度）　ゴルフ

3.8 やや早歩き

4 速歩、水中運動、水中で柔軟体操、卓球、太極拳、アクアビクス

5 ソフトボール、野球、子供の遊び

5.5 自転車エルゴメーター：100ワット

6 ウェイトトレーニング（高強度、パワーリフティング、ボディビル）

7 サッカー、テニス、スキー

8 水泳（クロール）ゆっくり

10 柔道、空手

11 水泳（バタフライ）、水泳（クロール）速い

15 ランニングで階段を上がる

１．太りにくい体＝筋肉量の多い体
２．筋肉があるほど安静時基礎代謝量、METsともに大きくなり
　　代謝に有利となる

 マッスルポイント
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