
			���������������������������������

���


������������������

FFFooorrr   hhheeeaaalllttthhhyyy   llliiifffeee   ooofff   ttthhheee   hhhooommmooo   sssaaapppiiieeennnsss   

GGGRRROOOEEETTTHHH,,,   DDDEEEVVVEEELLLOOOPPPMMMEEENNNTTT   aaannnddd   AAAGGGIIINNNGGG   

      
���

���

���

���

��� ��� ��� � � � � � ���

��� ��� ��� ���
���

���

��������������� ���������������

��������� ���������



 2 

はははじじじめめめににに

本本本資資資料料料ははは,,, 乳乳乳幼幼幼児児児期期期かかかららら高高高齢齢齢期期期ににに至至至るるる身身身体体体ののの「「「発発発育育育((( gggrrrooowwwttthhh)))・・・発発発達達達((( dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt)))」」」

ととと老老老化化化（（（ aaagggiiinnnggg）））ののの過過過程程程ををを理理理解解解ししし,,, 運運運動動動・・・スススポポポーーーツツツののの指指指導導導者者者とととしししててて個個個 々々々ののの状状状態態態ににに相相相応応応

しししいいい「「「運運運動動動プププロロログググラララムムム (((eeexxxeeerrrccciiissseee   ppprrrooogggrrraaammm)))」」」ががが提提提供供供でででききき,,, 指指指導導導ででできききるるる能能能力力力ををを身身身にににつつつけけけ

たたた「「「運運運動動動指指指導導導者者者((( eeexxxeeerrrccciiissseee   iiinnnssstttrrruuuccctttooorrr)))」」」ををを育育育成成成すすするるる目目目的的的ででで記記記述述述ささされれれたたた「「「講講講義義義資資資料料料」」」ででで

あああるるる...

まままたたた,,, 本本本資資資料料料ははは,,, 財財財団団団法法法人人人日日日本本本体体体育育育協協協会会会公公公認認認スススポポポーーーツツツ指指指導導導者者者（（（例例例えええばばば,,, スススポポポーーーツツツ

リリリーーーダダダーーー・・・スススポポポーーーツツツプププロロログググラララマママーーー・・・ジジジュュュニニニアアアスススポポポーーーツツツ指指指導導導員員員・・・アアアスススレレレテテティィィッッックククトトトレレレ

ーーーナナナーーー・・・フフフィィィッッットトトネネネススストトトレレレーーーナナナーーーなななどどど）））ののの検検検定定定試試試験験験のののたたためめめののの参参参考考考資資資料料料ととといいいううう面面面ももも有有有

しししててていいいるるる...

現現現代代代社社社会会会にににおおおけけけるるる健健健康康康づづづくくくりりりややや体体体力力力づづづくくくりりり,,, 及及及びびび競競競技技技力力力向向向上上上なななどどどををを目目目的的的とととしししたたた身身身

体体体活活活動動動((( ppphhhyyysssiiicccaaalll    aaacccttt iiivvviiitttyyy)))ののの広広広がががりりりははは,,, 運運運動動動指指指導導導にににおおおけけけるるる対対対象象象者者者ののの多多多様様様化化化ををを伴伴伴っっっててていいい

るるる... こここれれれらららををを目目目的的的とととしししたたた運運運動動動指指指導導導にににははは,,, 対対対象象象者者者ののの年年年齢齢齢ややや性性性別別別なななどどど個個個人人人ののの特特特性性性ををを考考考慮慮慮

すすするるるここことととががが重重重要要要ででであああるるる...

本本本講講講義義義資資資料料料ははは,,, こここののの多多多様様様化化化しししたたた対対対象象象者者者ににに対対対しししててて運運運動動動指指指導導導上上上ののの重重重要要要ななな点点点ををを学学学習習習ししし,,,

優優優れれれたたた運運運動動動指指指導導導者者者ののの資資資質質質とととしししててて身身身にににつつつけけけなななけけけれれればばばななならららななないいい内内内容容容にににつつついいいててて記記記述述述しししててていいい

るるる...

具具具体体体的的的ななな内内内容容容ははは,,, 乳乳乳幼幼幼児児児期期期かかかららら壮壮壮年年年期期期・・・中中中高高高年年年期期期にににおおおけけけるるる身身身体体体ののの発発発育育育・・・発発発達達達ととと老老老

化化化ににに関関関すすするるる特特特性性性及及及びびびこここれれれらららののの特特特性性性ををを考考考慮慮慮しししたたた「「「運運運動動動・・・トトトレレレーーーニニニンンングググ」」」のののああありりり方方方にににつつつ

いいいててて主主主ににに運運運動動動生生生理理理学学学((( eeexxxeeerrrccciiissseee   ppphhhyyysssiiiooolllooogggyyy)))的的的側側側面面面ををを中中中心心心ににに論論論じじじてててあああるるる...

つつつまままりりり,,, 発発発育育育発発発達達達期期期でででははは,,, 年年年齢齢齢段段段階階階((( aaagggeee   llleeevvveeelllsss)))ににに応応応じじじたたた発発発育育育ととと発発発達達達ののの特特特性性性ををを知知知りりり,,,

子子子どどどもももののの身身身心心心ににに及及及ぼぼぼすすす「「「運運運動動動・・・トトトレレレーーーニニニンンングググ」」」ののの種種種 々々々ののの影影影響響響ととと外外外傷傷傷ややや病病病気気気にににつつついいいててて

述述述べべべ,,, 中中中高高高年年年ととと女女女性性性にににつつついいいてててははは,,, そそそののの対対対象象象ののの身身身体体体的的的特特特性性性((( ppphhhyyysssiiicccaaalll    ccchhhaaarrraaacccttteeerrriiisssttt iiiccc)))ととと

心心心理理理的的的特特特性性性 ((( pppsssyyyccchhhooolllooogggiiicccaaalll    ccchhhaaarrraaacccttteeerrriiisssttt iiiccc))) ,,, そそそ しししてててそそそれれれぞぞぞれれれのののトトトレレレーーーナナナビビビリリリテテティィィ

((( tttrrraaaiiinnnaaabbbiii lll iii tttyyy)))にににつつついいいててて述述述べべべ,,, そそそれれれらららののの具具具体体体的的的ななな対対対応応応にににつつついいいててて論論論じじじててていいいるるる...

まままたたた,,, 発発発育育育・・・発発発達達達・・・老老老化化化ににに関関関すすするるる専専専門門門用用用語語語（（（ ttteeeccchhhnnniiicccaaalll    ttteeerrrmmm）））にににははは,,, 英英英語語語ももも併併併記記記ししし

たたた ... 身身身 体体体 組組組 成成成 （（（ bbbooodddyyy   cccooommmpppooosss iii ttt iiiooonnn ））） ににに 関関関 連連連 すすす るるる 用用用 語語語 ははは ,,, 著著著 者者者 ののの hhh ooo mmm eee ppp aaa ggg eee

((( hhhttttttppp::: /// ///wwwwwwwww...kkkooommmiiiyyyaaa111222333444... iiinnnfffooo///）））にににあああるるる「「「資資資料料料」」」にににももも掲掲掲載載載ささされれれててていいいるるる ...    まままたたた ,,,    本本本文文文中中中ににに出出出

ててて来来来るるる図図図表表表ははは ,,,    本本本文文文ににに続続続くくく「「「資資資料料料」」」ににに一一一括括括掲掲掲載載載ささされれれててていいいるるる ...    しししかかかししし ,,,    本本本書書書ををを書書書くくくにににあああ

たたたっっっててて ,,,    多多多くくくののの著著著書書書ををを参参参考考考にににさささせせせててて頂頂頂ききき ,,,    「「「自自自家家家薬薬薬籠籠籠中中中ののの物物物」」」とととしししたたた ...    従従従っっっててて ,,,    個個個 々々々

ののの出出出典典典ををを明明明らららかかかにににすすすべべべきききとととここころろろ ,,,    こここれれれをををしししててていいいななないいいここことととをををおおお詫詫詫びびびしししたたたいいい ...       
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      222...    運運運動動動ととと人人人格格格的的的発発発達達達             ・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222555   

      333...    心心心理理理学学学的的的にににみみみたたた幼幼幼児児児期期期ととと児児児童童童期期期ののの運運運動動動発発発達達達       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222666   

VVVIIIIII...    発発発育育育発発発達達達期期期ににに多多多いいい外外外傷傷傷ややや病病病気気気                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    222777   

      111...    ジジジュュュニニニアアア・・・スススポポポーーーツツツででで起起起こここりりりやややすすすいいいケケケガガガ          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    222777   

            111))) ...    発発発育育育発発発達達達期期期ののの身身身体体体的的的特特特徴徴徴ととととととケケケガガガ       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    222777   

            222))) ...    発発発育育育発発発達達達期期期ににに起起起こここりりりやややすすすいいいケケケガガガ             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    222777   

            333))) ...    発発発育育育発発発達達達期期期のののケケケガガガののの原原原因因因ととと多多多いいい部部部位位位       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    222777   

      222...    スススポポポーーーツツツででで起起起こここりりりうううるるる内内内科科科的的的障障障害害害                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・    222888   

            111))) ...    急急急性性性呼呼呼吸吸吸器器器疾疾疾患患患          ・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・    222888   

            222))) ...    運運運動動動誘誘誘発発発性性性喘喘喘息息息          ・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・    222999   

            333))) ...    貧貧貧血血血                ・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222999   

            444))) ...    脱脱脱水水水症症症・・・循循循環環環不不不全全全・・・低低低血血血糖糖糖          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222999   

            555))) ...    バババーーーンンンアアアウウウトトト（（（燃燃燃えええ尽尽尽ききき症症症候候候群群群）））    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333000   

VVVIIIIIIIII ...    中中中高高高年年年者者者のののかかからららだだだ             ・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333000   

   111...    老老老化化化とととははは       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333000         

      222...    加加加齢齢齢ににに伴伴伴ううう身身身体体体的的的変変変化化化ととと運運運動動動不不不足足足 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333111   

IIIXXX...    中中中高高高年年年期期期ののの運運運動動動プププロロログググラララムムム                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333222         

      111...    中中中高高高年年年ににに適適適しししたたた運運運動動動                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333222   

            111))) ...    運運運動動動ののの強強強度度度                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333222   

            222))) ...    運運運動動動ののの時時時間間間                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333333   

            333))) ...    運運運動動動ののの回回回数数数                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333444   

            444))) ...    運運運動動動ののの種種種類類類                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333444   

      222...    中中中高高高年年年者者者ののの運運運動動動プププロロログググラララムムム          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333444   



 5 

      333...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動                            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333555         

            111))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動とととははは          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・       333555   

            222))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの特特特徴徴徴       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       333666   

            333))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの条条条件件件とととそそそののの効効効果果果       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    333666   

      444...    肥肥肥満満満ののの予予予防防防・・・治治治療療療ににに対対対すすするるる効効効果果果          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444222   

            111))) ...    身身身体体体活活活動動動ととと体体体脂脂脂肪肪肪量量量          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444222   

            222))) ...    身身身体体体活活活動動動ととと除除除脂脂脂肪肪肪量量量          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444444   

XXX...    女女女性性性のののかかからららだだだ          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444555   

      111...    発発発育育育ににに伴伴伴ううう体体体格格格ととと身身身体体体組組組成成成ののの性性性差差差             ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444555   

               111))) ...    身身身体体体組組組成成成       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444555   

222...    女女女性性性ののの体体体力力力ののの特特特徴徴徴          ・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444666   

      111))) ...    筋筋筋力力力                   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444666   

      222))) ...    呼呼呼吸吸吸循循循環環環機機機能能能       ・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444777   

      333))) ...    神神神経経経機機機能能能       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444888   

XXXIII...    月月月経経経とととコココンンンデデディィィシシショョョニニニンンングググ       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444888   

         111...    月月月経経経                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444888   

   222...    月月月経経経とととトトトレレレーーーニニニンンングググ                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444999   

            111))) ...    初初初経経経初初初来来来以以以前前前                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444999   

            222))) ...    初初初経経経後後後数数数年年年間間間                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555000   

            333))) ...    排排排卵卵卵性性性月月月経経経後後後                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555000   

            444))) ...    月月月経経経周周周期期期ににに伴伴伴ううう心心心身身身ののの変変変動動動          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555000   

            555))) ...    月月月経経経周周周期期期ととと競競競技技技成成成績績績                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555111   

XXXIIIIII ...    妊妊妊娠娠娠・・・出出出産産産・・・育育育児児児とととスススポポポーーーツツツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555111   

XXXIIIIIIIII ...    女女女性性性ののの特特特徴徴徴ににに応応応じじじたたたスススポポポーーーツツツ・・・プププロロログググラララムムム          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555222   

         111 ...    プププロロログググラララムムム作作作成成成上上上ののの重重重要要要点点点                      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555222   

            111))) ...    女女女性性性ののの身身身体体体特特特性性性ををを考考考慮慮慮すすするるるこここととと       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555222   

            222))) ...    性性性周周周期期期ををを考考考慮慮慮すすするるるこここととと                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555222   

            333))) ...    女女女性性性競競競技技技者者者のののトトトララライイイアアアドドド ,,,    特特特ににに減減減量量量ににに注注注意意意すすするるるこここととと          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555222   

資資資料料料＜＜＜説説説明明明図図図表表表一一一覧覧覧＞＞＞                ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555333   
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III ...    序序序章章章：：：かかからららだだだととと運運運動動動    

111...    発発発育育育発発発達達達・・・老老老化化化ののの意意意味味味    

222111 世世世紀紀紀ににに入入入りりり ,,,    「「「健健健康康康づづづくくくりりり」」」ややや「「「体体体力力力づづづくくくりりり」」」にににつつついいいてててののの議議議論論論ととと同同同時時時ににに ,,,    「「「競競競

技技技力力力向向向上上上」」」等等等ののの議議議論論論ががが益益益々々々盛盛盛んんんににになななっっってててきききててていいいるるる ...    222111 世世世紀紀紀ににに入入入っっったたたががが ,,,    こここれれれかかかららら

ももも人人人 々々々ののの生生生活活活内内内容容容ややや行行行動動動様様様式式式にににははは変変変化化化ががが起起起こここるるるででであああろろろううう ...    しししかかかししし ,,,    そそそれれれらららがががどどど

のののよよようううににに変変変化化化しししよよようううとととももも ,,,    人人人間間間ののの生生生活活活にににとととっっっててて「「「健健健康康康ののの維維維持持持・・・増増増進進進」」」ややや「「「体体体力力力

ののの向向向上上上」」」ははは ,,,    科科科学学学技技技術術術ののの発発発展展展がががもももたたたらららしししてててくくくれれれるるる利利利便便便性性性ののの高高高いいい生生生活活活ののの中中中でででははは ,,,    

益益益々々々大大大きききななな意意意味味味をををもももつつつよよようううににになななるるるででであああろろろううう ...       

「「「健健健康康康づづづくくくりりり ;;;    health promotion」」」とととははは ,,,    健健健康康康状状状態態態のののレレレベベベルルルアアアッッップププをををはははかかかるるるこここととと

ででであああるるる ...    しししかかかししし ,,,    こここののの場場場合合合 ,,,    重重重要要要なななここことととははは ,,,    ララライイイフフフサササイイイクククルルル（（（LLLiii fffeee    cccyyycccllleee:::    誕誕誕生生生かかかららら

死死死まままでででののの人人人ののの一一一生生生ののの過過過程程程）））ののの特特特性性性ををを考考考慮慮慮すすするるるここことととでででああありりり ,,,    ララライイイフフフススステテテーーージジジ（（（LLLiiifffeee   

ssstttaaagggeee:::    人人人ののの一一一生生生ををを少少少年年年期期期・・・青青青年年年期期期・・・壮壮壮年年年期期期・・・老老老年年年期期期等等等ににに区区区切切切っっったたたそそそれれれぞぞぞれれれののの段段段

階階階）））ののの特特特性性性ををを考考考慮慮慮すすするるるここことととととと云云云っっっててて良良良いいい ...       

人人人ははは ,,,    加加加齢齢齢（（（ aaagggiiinnnggg）））ののの過過過程程程ののの中中中ででで ,,,    そそそれれれぞぞぞれれれののの人人人生生生ドドドラララマママををを演演演じじじててていいいくくく ...    物物物理理理

的的的ななな時時時間間間（（（ ccchhhrrrooonnnooolllooogggiiicccaaalll    ttt iiimmmeee）））ははは ,,,    「「「万万万人人人ににに平平平等等等」」」ににに過過過ぎぎぎててて行行行くくくががが ,,,    そそそののの平平平等等等ななな

時時時間間間ののの中中中ででで ,,,    加加加齢齢齢ににに伴伴伴ううう変変変化化化にににははは多多多くくくののの個個個人人人差差差（（（ individual differences）ががが生生生じじじ

るるる ...    こここのののよよようううななな加加加齢齢齢ののの過過過程程程ををを正正正しししくくく認認認識識識すすするるるここことととががが ,,,    健健健康康康教教教育育育（（（ health education）

ややや運運運動動動指指指導導導（（（ exercise education）ににに関関関わわわるるる全全全てててののの人人人々々々にににとととっっっててて最最最ももも重重重要要要ななな課課課題題題

ででであああるるる ...       

「「「体体体力力力づづづくくくりりり」」」（（（ dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt    ooofff    ppphhhyyysssiiicccaaalll    pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee）））とととははは ,,,    身身身体体体活活活動動動（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    

aaacccttt iiivvviii tttyyy）））やややスススポポポーーーツツツ活活活動動動（（（ ssspppooorrrtttsss    aaacccttt iiivvviiitttyyy））） ,,,    或或或ははは特特特定定定のののトトトレレレーーーニニニンンングググ等等等ををを通通通ししし

ててて ,,,    主主主とととしししててて人人人間間間ののの身身身体体体的的的能能能力力力やややパパパフフフォォォーーーマママンンンススス（（（ pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee）））のののレレレベベベルルルアアアッッッ

プププををを計計計るるるここことととででであああるるる ...    しししかかかししし ,,,    こここののの場場場合合合ももも ,,,    各各各ララライイイフフフススステテテーーージジジののの身身身体体体的的的特特特性性性ををを考考考

慮慮慮しししたたた適適適切切切ななな負負負荷荷荷（（（ llloooaaaddd）））ががが適適適切切切ななな身身身体体体部部部位位位（（（ bbbooodddyyy   rrreeegggiiiooonnn）））ににに与与与えええららられれれるるるべべべききき

ででであああるるる ...       

「「「発発発育育育発発発達達達期期期（（（ pppeeerrriiioooddd   ooofff    gggrrrooowwwttthhh   aaannnddd   dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））」」」にににあああるるる子子子供供供達達達のののスススポポポーーーツツツ

指指指導導導者者者（（（ ssspppooorrrttt    iiinnnssstttrrruuuccctttooorrr）））ははは ,,,    子子子供供供達達達のののかかからららだだだがががどどどのののよよようううななな過過過程程程（（（ gggrrrooowwwttthhh   ppprrroooccceeessssss）））

ををを経経経ててて発発発育育育しししててて行行行くくくかかかををを正正正確確確ににに理理理解解解すすするるるここことととががが重重重要要要ででであああるるる ...       

子子子供供供達達達ののの発発発育育育ははは ,,,    思思思春春春期期期（（（ pppuuubbbeeerrrtttyyy）））ににに入入入っっっててて大大大きききくくく変変変化化化すすするるる ...    こここのののよよようううななな発発発

育育育ののの様様様子子子ははは ,,,    身身身長長長（（（ hhheeeiiiggghhhttt）））ややや体体体重重重（（（wwweeeiiiggghhhttt）））でででももも知知知るるるここことととはははででできききるるるががが ,,,    こここれれれららら

ののの発発発育育育ののの背背背景景景にににははは骨骨骨（（（ bbbooonnneee）））ややや筋筋筋（（（mmmuuussscccllleee）））ややや内内内臓臓臓（（（ vvviiisssccceeerrraaalll）））ののの発発発育育育ががが関関関与与与ししし

ててていいいるるる ...    まままたたた ,,,    脳脳脳（（（ bbbrrraaaiiinnn）））ややや神神神経経経系系系（（（ nnneeerrrvvvooouuusss   sssyyysssttteeemmm）））ののの機機機能能能ははは多多多くくくののの機機機能能能ににに先先先

立立立っっっててて大大大きききくくく発発発達達達すすするるる ...       

従従従っっっててて ,,,    発発発育育育発発発達達達期期期にににあああるるる子子子供供供達達達のののスススポポポーーーツツツ・・・プププロロログググラララムムムををを作作作成成成すすするるる場場場合合合にににははは ,,,    
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適適適切切切ななな時時時期期期（（（ oooppptttiiimmmaaalll    pppeeerrriiioooddd）））ににに ,,,    適適適切切切ななな刺刺刺激激激（（（ oooppptttiiimmmuuummm   sssttt iiimmmuuulllaaattt iiiooonnn）））ををを ,,,    性性性差差差

（（（ ssseeexxx   dddiiiffffffeeerrreeennnccceee）））ととと個個個人人人差差差ををを考考考慮慮慮しししててて与与与えええららられれれるるるよよようううににに考考考慮慮慮すすすべべべきききででであああるるる ...    まままたたた ,,,    

こここのののよよようううななな発発発育育育のののスススピピピーーードドド（（（ ssspppeeeeeeddd   ooofff    ttthhheee   gggrrrooowwwttthhh）））ややや時時時期期期（（（ pppeeerrriiioooddd   ooofff    gggrrrooowwwttthhh）））

ががが身身身体体体ののの組組組織織織（（（ bbbooodddiii lllyyy   ttt iiissssssuuueeesss）））（（（例例例えええばばば ,,,    骨骨骨ややや筋筋筋・・・腱腱腱（（（ ttteeennndddooonnn）））なななどどど）））ででで異異異なななるるる

たたためめめ ,,,    スススポポポーーーツツツ指指指導導導者者者ははは ,,,    ケケケガガガ（（（ iiinnnjjjuuurrryyy）））ややや病病病気気気（（（ iii lll lllnnneeessssss）））にににももも十十十分分分注注注意意意すすすべべべききき

ででであああるるる ...          

「「「中中中高高高年年年者者者（（（ mmmiiiddddddllleee---aaagggeeeddd   aaannnddd   eeellldddeeerrrlllyyy）））」」」ががが運運運動動動すすするるる目目目的的的ははは ,,,    生生生活活活習習習慣慣慣病病病

（（（LLLiiifffeee---ssstttyyyllleee   rrreeelllaaattteeeddd   dddiiissseeeaaassseee）））ののの予予予防防防（（（ ppprrreeevvveeennntttiiiooonnn）））ややや改改改善善善（（（ iiimmmppprrrooovvveeemmmeeennnttt））） ,,,    要要要

介介介護護護（（（ ppprrriiimmmaaarrryyy   nnnuuurrrsssiiinnnggg   cccaaarrreee）））ののの予予予防防防だだだけけけでででなななくくく ,,,    ススストトトレレレスススののの発発発散散散（（（ rrreeelll iiieeevvviiinnnggg   ssstttrrreeessssss）））

ややや生生生ききき甲甲甲斐斐斐（（（ dddeeefff iiinnniiittteee   aaaiiimmm）））ののの実実実感感感等等等ももも含含含まままれれれるるる ...    しししかかかししし ,,,    「「「老老老化化化期期期（（（ ssseeennneeesssccceeennnccceee）））」」」

にににははは ,,,    生生生体体体内内内ののの各各各組組組織織織（（（ ttt iiissssssuuueee）））・・・器器器官官官（（（ ooorrrgggaaannn）））ににに変変変化化化ががが起起起こここりりり ,,,    構構構造造造 (((ssstttrrruuuccctttuuurrreee)))

上上上ののの変変変化化化ばばばかかかりりりでででなななくくく ,,,    機機機能能能的的的（（（ fffuuunnncccttt iiiooonnnaaalll）））にににももも衰衰衰えええががが目目目立立立っっってててくくくるるる ...    従従従っっっててて ,,,    

中中中高高高年年年期期期（（（mmmiiiddddddllleee   aaagggeee   aaannnddd   ssseeennniii llleee   ssstttaaattteee）））ののの運運運動動動とととしししてててははは ,,,    老老老化化化ににに伴伴伴ううう様様様々々々ななな機機機能能能

的的的変変変化化化（（（ fffuuunnncccttt iiiooonnnaaalll    ccchhhaaannngggeee）））ややや運運運動動動ににに関関関連連連しししたたた諸諸諸機機機能能能ののの変変変化化化ををを考考考慮慮慮しししなななけけけれれればばば

ななならららななないいい ...       

つつつまままりりり ,,,    「「「健健健康康康づづづくくくりりり」」」ややや「「「体体体力力力づづづくくくりりり」」」にににとととっっっててて ,,,    身身身体体体活活活動動動やややスススポポポーーーツツツ活活活動動動

ははは ,,,    欠欠欠かかかせせせななないいい手手手段段段ででであああるるる ...    しししかかかししし ,,,    こここののの身身身体体体活活活動動動やややスススポポポーーーツツツ活活活動動動ををを効効効果果果的的的ににに ,,,    

そそそしししててて安安安全全全ににに実実実施施施すすするるるにににははは ,,,    人人人ののの一一一生生生ののの過過過程程程でででみみみららられれれるるる発発発育育育（（（ gggrrrooowwwttthhh）））・・・発発発達達達

（（（ dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））・・・老老老化化化（（（ aaagggiiinnnggg）））ととといいいううう生生生理理理現現現象象象（（（ ppphhhyyysssiiiooolllooogggiiicccaaalll    ppphhheeennnooommmeeennnaaa）））ををを

正正正確確確ににに把把把握握握すすするるるここことととががが最最最ももも重重重要要要ででであああるるる ...       

      222...    ララライイイフフフススステテテーーージジジ（（（ lll iii fffeee    ssstttaaagggeee）））ののの区区区分分分    

一一一般般般ににに使使使わわわれれれるるる区区区分分分ははは ,,,    「「「新新新生生生児児児期期期（（（ nnneeeooonnnaaatttaaalll）））」」」・・・「「「乳乳乳児児児期期期（（（ iiinnnfffaaannncccyyy）））」」」・・・「「「幼幼幼児児児

期期期（（（ eeeaaarrrlllyyy   ccchhhiii llldddhhhooooooddd）））」」」・・・「「「少少少年年年期期期（（（ ccchhhiii llldddhhhooooooddd）））」」」・・・「「「青青青年年年期期期（（（ aaadddooollleeesssccceeennnccceee）））」」」・・・「「「成成成人人人

期期期（（（ aaaddduuulllttt）））・・・「「「老老老年年年期期期（（（ ssseeennneeesssccceeennnccceee）））」」」ででであああるるる ...    しししかかかししし ,,,    こここれれれらららそそそれれれぞぞぞれれれのののララライイイフフフススス

テテテーーージジジ（（（ lll iii fffeee   ssstttaaagggeee）））ははは ,,,    天天天文文文学学学的的的ななな暦暦暦年年年齢齢齢（（（ ccchhhrrrooonnnooolllooogggiiicccaaalll    aaagggeee）））ででで規規規定定定ででできききるるるももも

のののででではははななないいい ...       

発発発育育育・・・発発発達達達・・・老老老化化化ととといいいっっったたた生生生物物物学学学的的的進進進行行行ははは ,,,    そそそれれれぞぞぞれれれののの人人人独独独特特特ののの時時時刻刻刻表表表「「「生生生物物物学学学

的的的時時時間間間（（（ bbbiiiooolllooogggiiicccaaalll    ttt iiimmmeee）））」」」ででで進進進行行行すすするるる ...    つつつまままりりり ,,,    生生生物物物学学学的的的時時時間間間ととと暦暦暦ののの時時時間間間ははは必必必ずずず

しししももも一一一致致致しししななないいい ...    特特特ににに ,,,    発発発育育育ににによよよるるる変変変化化化ののの激激激しししいいい時時時期期期ははは ,,,    333 つつつののの年年年齢齢齢期期期（（（乳乳乳児児児期期期・・・

子子子どどどももも期期期 :::    ccchhhiii llldddhhhooooooddd・・・思思思春春春期期期 :::    aaadddooollleeesssccceeennnccceee）））ににに分分分けけけるるるこここととともももあああるるる ...       

本本本資資資料料料でででははは ,,,    ララライイイフフフススステテテーーージジジををを次次次のののよよようううににに定定定義義義すすするるる ...       

111)))    乳乳乳児児児期期期（（（ iiinnnfffaaannncccyyy）））：：：誕誕誕生生生かかかららら 111 歳歳歳まままででで    

                           身身身体体体ののの大大大部部部分分分ののの器器器官官官系系系とととサササイイイズズズののの急急急激激激ななな発発発育育育ととと神神神経経経系系系（（（ nnneeerrrvvvooouuusss    sssyyysssttteeemmm）））ののの    

                     急急急速速速ななな発発発達達達ののの時時時期期期にににあああたたたるるる ...    
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   222)))    小小小児児児期期期（（（ ccchhhiii llldddhhhooooooddd）））：：： 111 歳歳歳かかかららら思思思春春春期期期ののの開開開始始始（（（男男男児児児；；； 999 歳歳歳まままででで ,,,    女女女児児児；；； 777 歳歳歳    

   まままででで）））    

発発発育育育ととと成成成熟熟熟（（（mmmaaatttuuurrriiitttyyy）））ははは ,,,    比比比較較較的的的安安安定定定しししててて進進進むむむががが ,,,    神神神経経経系系系（（（ nnneeerrrvvvooouuusss   sssyyysssttteeemmm）））

或或或ははは運運運動動動発発発達達達（（（mmmoootttooorrr   dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））ががが急急急激激激ににに進進進むむむ時時時期期期ででであああるるる ...       

(((111)))    幼幼幼児児児期期期（（（小小小児児児期期期前前前期期期；；； eeeaaarrrlllyyy   ccchhhiii llldddhhhooooooddd）））：：： 111 歳歳歳かかかららら 555 歳歳歳まままででで    

(((222)))    児児児童童童期期期（（（小小小児児児期期期中中中期期期：：：mmmiiiddddddllleee   ccchhhiii llldddhhhooooooddd）））：：：男男男児児児 666 歳歳歳かかかららら 999 歳歳歳まままででで ,,,    女女女

児児児 666 歳歳歳かかかららら 777 歳歳歳まままででで    

      333)))    思思思春春春期期期（（（小小小児児児期期期後後後期期期；；； pppuuubbbeeerrrtttyyy）））：：：男男男児児児 111000 歳歳歳かかかららら 111999 歳歳歳まままででで ,,,    女女女児児児 888 歳歳歳かかかららら    

            111666 歳歳歳まままででで身身身長長長ののの発発発育育育速速速度度度（（（ gggrrrooowwwttthhh   rrraaattteee）））がががピピピーーークククににに達達達しししたたた後後後 ,,,    減減減速速速ししし ,,,    生生生    

            殖殖殖機機機能能能（（（ rrreeeppprrroooddduuucccttt iiivvveee   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ののの成成成熟熟熟（（（mmmaaatttuuurrriii tttyyy）））ががが進進進行行行すすするるる時時時期期期ででであああるるる ...       

      444)))    青青青年年年期期期（（（ aaadddooollleeesssccceeennnccceee）））：：：男男男子子子 111999 歳歳歳かかかららら 222222 歳歳歳まままででで ,,,    女女女子子子 111666 歳歳歳かかかららら 111999 歳歳歳まままででで    

   最最最終終終的的的ににに成成成人人人身身身長長長（（（ aaaddduuulll ttt    hhheeeiiiggghhhttt）））ににに達達達すすするるる時時時期期期 ...       

                  555)))    成成成人人人期期期（（（ aaaddduuulllttthhhooooooddd）））    

   （（（ 111）））中中中年年年期期期（（（mmmiiiddddddllleee---aaagggeee）））：：： 333000 歳歳歳以以以降降降

   （（（ 222）））老老老年年年期期期（（（ ooolllddd---aaagggeee）））：：： 666000 歳歳歳以以以降降降    

         333...    発発発育育育・・・発発発達達達・・・老老老化化化ととといいいううう用用用語語語ののの定定定義義義    

身身身体体体ののの発発発育育育・・・発発発達達達ににに関関関すすするるる用用用語語語とととしししててて ,,,    発発発育育育・・・発発発達達達・・・成成成長長長・・・成成成熟熟熟・・・成成成育育育なななどどどががが用用用

いいいららられれれててていいいるるるががが ,,,    本本本資資資料料料でででははは ,,,    発発発育育育・・・発発発達達達・・・老老老化化化ととといいいううう用用用語語語ををを以以以下下下のののよよようううににに定定定義義義

すすするるる ...       

111)))    発発発育育育（（（ gggrrrooowwwttthhh）））    

発発発育育育ととといいいううう用用用語語語ははは「「「そそそだだだつつつこここととと」」」ををを意意意味味味すすするるる言言言葉葉葉ででで ,,,    英英英語語語ののの「「「 gggrrrooowwwttthhh」」」（（（成成成    

長長長）））ととと同同同じじじ意意意味味味ででで使使使わわわれれれるるる場場場合合合ががが多多多いいい ...    つつつまままりりり ,,,    身身身体体体ののの形形形態態態（（（mmmooorrrppphhhooolllooogggyyy）））   

的的的ななな変変変化化化 ,,,    即即即ちちち量量量的的的ななな変変変化化化ででで ,,,    そそそののの変変変化化化ににに個個個人人人ののの意意意志志志ががが直直直接接接関関関与与与しししななないいいももも    

      ののの ,,,或或或いいいはははででできききななないいいももものののとととしししててて捉捉捉えええるるる ...    発発発育育育期期期（（（ gggrrrooowwwttthhh   ppphhhaaassseee）））ととといいいううう場場場合合合 ,,,       

      身身身体体体ののの量量量的的的増増増加加加ががが顕顕顕著著著ににに継継継続続続ささされれれるるる年年年代代代ををを云云云ううう ...       

222)))    発発発達達達（（（ dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））    

発発発達達達ととといいいううう用用用語語語ははは ,,,    身身身体体体ののの機機機能能能（（（ ppphhhyyysssiiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））的的的ななな変変変化化化とととしししててて捉捉捉えええ ,,,    個個個

人人人ののの意意意志志志がががそそそののの機機機能能能ののの発発発揮揮揮ににに直直直接接接関関関与与与すすするるるもももののの ,,,    或或或はははしししうううるるるよよようううななな場場場合合合ににに

用用用いいいるるる ...    即即即ちちち ,,,    身身身体体体へへへののの働働働きききかかかけけけににによよよるるる身身身体体体機機機能能能ののの変変変化化化ををを指指指しししててて云云云ううう ...       

333)))    老老老化化化    （（（ aaagggiiinnnggg）））    

   「「「生生生きききとととししし生生生けけけるるるももものののははは老老老いいい ,,,    やややがががててて死死死ぬぬぬ」」」ととといいいううう言言言葉葉葉がががあああるるるよよようううににに ,,,    人人人ののの    

      一一一生生生のののうううちちち老老老年年年期期期にににみみみららられれれるるる生生生理理理現現現象象象ででで死死死（（（ dddeeeaaattthhh）））にににつつつななながががるるるももものののががが老老老化化化    

      ででであああるるる ...    老老老化化化ははは ,,,    疾疾疾患患患（（（ dddiiissseeeaaassseee）））ででではははななないいいががが ,,,    こここののの現現現象象象ははは ,,,    種種種々々々ののの疾疾疾患患患にににななな    

      りりりやややすすすくくく ,,,    死死死ののの確確確率率率ををを高高高めめめるるるももものののででであああるるる ...    つつつまままりりり ,,,    高高高齢齢齢者者者にににみみみららられれれるるる生生生体体体内内内    
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      ののの各各各種種種組組組織織織・・・器器器官官官ににに変変変化化化ががが起起起こここりりり ,,,    形形形態態態的的的ななな変変変化化化ばばばかかかりりりでででなななくくく ,,,    機機機能能能的的的にににももも    

      衰衰衰えええががが目目目立立立つつつ現現現象象象ででであああるるる ...       

      

IIIIII ...    発発発育育育発発発達達達期期期ののの身身身体体体的的的特特特徴徴徴    

                                 111...    発発発育育育発発発達達達ののの三三三原原原則則則    

            人人人間間間とととしししてててののの個個個体体体ははは ,,,    次次次ののの三三三原原原則則則ににに従従従っっっててて発発発育育育ととと発発発達達達ののの過過過程程程ををを辿辿辿るるる ...       

      (((111))) ...    発発発育育育・・・発発発達達達ははは ,,,    個個個体体体ののの構構構成成成要要要素素素（（（ cccooommmpppooonnneeennnttt）））ごごごとととににに ,,,    概概概ねねね一一一定定定ののの年年年齢齢齢まままででで    

               加加加齢齢齢（（（ aaagggiiinnnggg）））ににに応応応じじじててて連連連続続続的的的ににに一一一定定定ののの順順順序序序ででで進進進むむむ ...       

      (((222))) ...    発発発育育育・・・発発発達達達ははは連連連続続続的的的ででではははあああるるるががが ,,,    そそそれれれははは常常常ににに同同同じじじ速速速さささでででははは進進進まままななないいい ...    構構構成成成    

                  要要要素素素ややや個個個体体体差差差（（（ iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll    dddiii fff fffeeerrreeennnccceee）））なななどどどににによよよりりり遅遅遅速速速がががあああるるる ...       

      (((333))) ...    そそそれれれぞぞぞれれれののの器器器官官官ややや身身身体体体的的的機機機能能能ののの発発発育育育・・・発発発達達達にににははは ,,,    決決決定定定的的的ににに重重重要要要ななな時時時期期期がががあああ    

               るるる ...    人人人間間間ははは ,,,    かかかなななりりりののの高高高齢齢齢ににになななっっってててももも ,,,    特特特別別別ののの基基基礎礎礎体体体力力力（（（ fffuuunnndddaaammmeeennntttaaalll    

               ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss）））ををを必必必要要要とととしししななないいい技技技能能能ははは学学学習習習ににによよよっっっててて身身身にににつつつけけけるるるここことととがががでででききき    

               るるる（（（人人人間間間ははは学学学習習習すすするるる動動動物物物ででであああるるる（（（AAA   hhhuuummmaaannn   bbbeeeiiinnnggg   iii sss    aaannn   aaannniiimmmaaalll    tttooo   llleeeaaarrrnnn））） ...    しししかかか    

               ししし ,,,    そそそれれれははは ,,,    未未未経経経験験験ややや初初初期期期レレレベベベルルルががが低低低かかかっっったたたここことととににによよよるるるここことととににによよよるるる学学学習習習効効効    

               果果果 ((( llleeeaaarrrnnniiinnnggg   eeefff fffeeecccttt)))ででであああるるる ...    従従従っっっててて ,,,    適適適正正正ななな時時時期期期 (((aaapppppprrroooppprrriiiaaattteee    ttt iiimmmeee)))ににに適適適正正正ななな学学学    

               習習習ををを受受受けけけたたた人人人ををを越越越えええるるる事事事はははででできききななないいい ...       

         222...    発発発育育育にににおおおけけけるるる類類類型型型・・・個個個体体体差差差・・・性性性差差差    

111)))    発発発育育育曲曲曲線線線（（（ gggrrrooowwwttthhh   cccuuurrrvvveee）））ののの類類類型型型    

      身身身体体体ののの様様様々々々ななな臓臓臓器器器ややや器器器官官官なななどどどははは ,,,    全全全ててて同同同じじじででではははなななくくく ,,,    そそそれれれぞぞぞれれれががが特特特徴徴徴あああるるる    

      発発発育育育経経経過過過（（（ gggrrrooowwwttthhh   ppprrrooogggrrreeessssss）））ををを辿辿辿りりり ,,,    そそそれれれぞぞぞれれれののの発発発育育育段段段階階階（（（ gggrrrooowwwttthhh   ssstttaaagggeee）））ににに    

      特特特徴徴徴的的的ななな変変変化化化ををを経経経ててて発発発育育育しししててていいいくくく ...    

      スススキキキャャャモモモンンン（（（RRR...EEE...    SSScccaaammmmmmooonnn）））ははは ,,,    111999333000 年年年代代代ににに ,,,    臓臓臓器器器ややや器器器官官官ののの発発発育育育ののの様様様子子子ををを「「「一一一    

      般般般型型型（（（ gggeeennneeerrraaalll    tttyyypppeee）））」」」「「「リリリンンンパパパ型型型（（（ lllyyymmmppphhhoooiiiddd   tttyyypppeee）））」」」「「「神神神経経経型型型（（（ nnneeeuuurrraaalll    tttyyypppeee）））」」」「「「生生生    

      殖殖殖型型型（（（ rrreeeppprrroooddduuucccttt iiivvveee   tttyyypppeee）））」」」ののの 444 本本本ののの曲曲曲線線線ににによよよっっっててて ,,,    誕誕誕生生生時時時かかかららら 222000 歳歳歳まままでででののの    

      増増増加加加量量量ににに対対対すすするるるパパパーーーセセセンンントトトででで示示示しししたたた（（（図図図 111...    スススキキキャャャモモモンンンののの発発発育育育曲曲曲線線線））） ...    

(((aaa)))    一一一般般般型型型（（（身身身長長長・・・体体体重重重なななどどどののの全全全身身身的的的形形形態態態 ,,,    呼呼呼吸吸吸器器器（（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   ooorrrgggaaannnsss））） ,,,    消消消

化化化器器器（（（ dddiiigggeeesssttt iiivvveee   ooorrrgggaaannnsss）））,,,    腎腎腎臓臓臓（（（ kkkiiidddnnneeeyyy）））,,,    血血血管管管系系系（（（ bbblllooooooddd---vvvaaassscccuuulllaaarrr   sssyyysssttteeemmm）））,,,    骨骨骨    

格格格系系系（（（ ssskkkeeellleeetttaaalll    sssyyysssttteeemmm））） ,,,    血血血液液液量量量（（（ bbblllooooooddd   vvvooollluuummmeee）））なななどどど）））    

   一一一般般般型型型ははは ,,,    誕誕誕生生生後後後ののの急急急激激激ななな発発発育育育後後後 ,,,    緩緩緩やややかかかななな増増増加加加ををを辿辿辿りりりななながががららら思思思春春春期期期ににに極極極    

         めめめててて急急急激激激ななな発発発育育育ををを示示示すすすパパパタタターーーンンンででであああるるる ...       

(((bbb)))    リリリンンンパパパ型型型（（（胸胸胸腺腺腺（（（ ttthhhyyymmmuuusss    ggglllaaannnddd））） ,,,    リリリンンンパパパ節節節（（（ lllyyymmmppphhh   nnnooodddeee））） ,,,扁扁扁桃桃桃（（（ tttooonnnsss iii lll sss））） ,,,    

腸腸腸管管管関関関連連連リリリンンンパパパ組組組織織織（（（ ggguuuttt---aaassssssoooccciiiaaattteeeddd   lllyyymmmppphhhoooiiiddd   ttt iii ssssssuuueee）））なななどどど）））    

         リリリンンンパパパ組組組織織織ははは ,,,    111111 歳歳歳頃頃頃ににに成成成人人人ののの 222 倍倍倍近近近くくくなななりりり ,,,    感感感染染染症症症（（（ iiinnnfffeeecccttt iiiooouuusss    dddiiissseeeaaassseee    
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            ）））ににに抵抵抵抗抗抗すすするるる免免免疫疫疫力力力（（（ iiimmmmmmuuunnniii tttyyy）））ををを高高高めめめ ,,,    そそそののの後後後次次次第第第ににに減減減少少少しししててて ,,,    やややがががててて    

         成成成人人人ののの大大大きききさささののの戻戻戻るるる特特特徴徴徴的的的ななな発発発育育育ををを示示示すすすパパパタタターーーンンンででであああるるる ...       

(((ccc)))    神神神経経経系系系（（（脳脳脳（（（ bbbrrraaaiiinnn）））,,,    脊脊脊髄髄髄（（（ ssspppiiinnnaaalll    cccooorrrddd）））,,,    眼眼眼球球球（（（ eeeyyyeeebbbaaalll lll）））,,,    上上上部部部顔顔顔面面面（（（ uuuppppppeeerrr       

fffaaaccceee））） ,,,    頭頭頭蓋蓋蓋（（（ cccrrraaannniiiuuummm）））上上上部部部なななどどど）））    

   こここののの型型型ははは ,,,    乳乳乳・・・幼幼幼児児児期期期ににに顕顕顕著著著にににみみみららられれれ、、、７７７歳歳歳まままでででににに成成成人人人のののおおおよよよそそそ 999555%%%ににに達達達    

   ししし ,,,    そそそれれれ以以以降降降ははは ,,,    ゆゆゆっっっくくくりりりとととしししたたた発発発育育育をををししし ,,,    成成成人人人ののの値値値ににに達達達すすするるるパパパタタターーーンンンででで    

   あああるるる ...       

(((ddd)))生生生殖殖殖型型型（（（男男男子子子ののの睾睾睾丸丸丸（（（ ttteeesssttt iiicccuuulllaaarrr））） ,,,    前前前立立立腺腺腺（（（ ppprrrooossstttaaattteee    ggglllaaannnddd））） ,,,    陰陰陰茎茎茎（（（ pppeeennniiisss））） ,,,       

                  女女女子子子ののの卵卵卵巣巣巣（（（ ooovvvaaarrryyy））） ,,,    卵卵卵管管管（（（ ooovvviiiddduuucccttt））） ,,,    子子子宮宮宮（（（ uuuttteeerrruuusss））） ,,,    膣膣膣（（（ vvvaaagggiiinnnaaa）））なななどどど）））    

         こここののの型型型ににに属属属すすするるる組組組織織織ののの発発発育育育ははは ,,,    思思思春春春期期期まままででで非非非常常常にににゆゆゆっっっくくくりりりででであああるるるががが ,,,    思思思春春春    

         期期期ををを迎迎迎えええててて一一一般般般型型型以以以上上上ににに急急急激激激なななスススパパパーーートトトをををみみみせせせててて発発発育育育すすするるるパパパタタターーーンンンででであああ    

         るるる ...       

   身身身体体体各各各部部部ののの発発発育育育ははは ,,,    部部部位位位ににによよよっっっててて異異異なななるるる ...    例例例えええばばば ,,,    脚脚脚（（（ llleeeggg）））ででであああれれればばば ,,,    （（（ fffoooooottt）））,,,    

               下下下腿腿腿（（（ lllooowwweeerrr   llleeeggg））） ,,,    大大大腿腿腿ととと云云云っっったたた順順順番番番（（（末末末梢梢梢（（（ pppeeerrriiippphhheeerrraaalll）））かかかららら中中中枢枢枢（（（ ccceeennntttrrraaalll    

                              へへへ）））ででで成成成人人人ののの大大大きききさささににに達達達すすするるる ...    則則則ちちち ,,,    身身身体体体ののの末末末梢梢梢部部部ののの方方方ががが成成成人人人ののの大大大きききさささににに    

                           達達達すすするるる時時時期期期ががが早早早いいい傾傾傾向向向にににあああるるる ...       

                  222))) ...    発発発育育育にににおおおけけけるるる個個個体体体差差差    

発発発育育育にににははは個個個人人人差差差がががああありりり ,,,    年年年間間間増増増加加加量量量（（（ aaannnnnnuuuaaalll    iiinnncccrrreeemmmeeennnttt）））のののピピピーーークククががが早早早いいい早早早    

            熟熟熟児児児（（（ ppprrreeecccoooccciii tttyyy   ccchhhiii lllddd）））かかかららら遅遅遅いいい晩晩晩熟熟熟児児児（（（ iiimmmmmmaaatttuuurrreee    ccchhhiii lllddd））） ,,,    そそそののの中中中間間間型型型とととあああ    

            りりり ,,,    同同同じじじ暦暦暦年年年齡齡齡ににに達達達しししてててももも ,,,    個個個人人人ににによよよっっっててて発発発育育育・・・発発発達達達ののの段段段階階階ははは異異異なななっっっててていいいるるる    

         （（（図図図 222...発発発育育育にににおおおけけけるるる個個個人人人差差差））） ...       

                  333))) ...    発発発育育育にににおおおけけけるるる性性性差差差    

   形形形態態態発発発育育育（（（mmmooorrrppphhhooolllooogggiiicccaaalll    gggrrrooowwwttthhh）））ののの多多多くくくははは ,,,    男男男女女女とととももも同同同じじじよよようううににに経経経過過過しししててていいい    

   くくくががが ,,,    殆殆殆どどどののの年年年齢齢齢ででで男男男児児児ののの平平平均均均値値値ががが女女女児児児ののの平平平均均均値値値よよよりりり大大大きききいいい傾傾傾向向向にににあああるるる ...       

         しししかかかししし ,,,    身身身長長長ややや体体体重重重なななどどど発発発育育育期期期ののの一一一時時時期期期だだだけけけ女女女児児児ののの平平平均均均値値値ががが男男男児児児ののの平平平均均均値値値    

         ををを凌凌凌駕駕駕すすするるる（（（発発発育育育交交交差差差現現現象象象；；； gggrrrooowwwttthhh   cccrrrooossssss iiinnnggg   ppphhheeennnooommmeeennnooonnn））） ...    こここれれれははは ,,,    発発発育育育ののの    

         最最最ももも盛盛盛んんんななな年年年齢齢齢ががが女女女児児児でででははは男男男児児児よよよりりり約約約 222 年年年早早早くくく生生生じじじるるるたたためめめででであああるるる（（（図図図 333...    身身身    

         長長長ととと体体体重重重ののの発発発育育育曲曲曲線線線（（（ gggrrrooowwwttthhh   dddiiissstttaaannnccceee    cccuuurrrvvveee）））ととと発発発育育育交交交差差差現現現象象象 ,,,    図図図 444...    身身身長長長ののの    

         発発発育育育速速速度度度曲曲曲線線線（（（ gggrrrooowwwttthhh   vvveeellloooccciii tttyyy   cccuuurrrvvveee）））ととと PPPHHHVVV（（（ pppeeeaaakkk   hhheeeiiiggghhhttt    vvveeellloooccciii tttyyy））） ...       

   

                  IIIIIIIII ...    身身身長長長・・・骨骨骨格格格・・・体体体重重重ののの発発発育育育    

         111...    身身身長長長ののの発発発育育育    

               身身身長長長ののの発発発育育育ははは ,,,    発発発育育育段段段階階階ををを良良良くくく表表表すすす指指指標標標ででであああるるる ...    身身身長長長ののの発発発育育育ははは ,,,    遺遺遺伝伝伝的的的要要要因因因    

            （（（ gggeeennneeettt iiiccc    fffaaaccctttooorrr）））ににに強強強くくく影影影響響響ささされれれるるるががが ,,,    後後後天天天的的的（（（ aaacccqqquuuiiirrreeeddd）））ななな環環環境境境ののの影影影響響響ももも少少少ななな    



 11 

               くくくななないいい ...       

               わわわががが国国国ののの子子子供供供達達達ののの発発発育育育ののの特特特徴徴徴ははは ,,,    発発発育育育ののの早早早期期期化化化現現現象象象（（（ aaacccccceeellleeerrraaattt iiiooonnn   ooofff    gggrrrooowwwttthhh      

               ppphhheeennnooommmeeennnooonnn）））ととと大大大型型型化化化現現現象象象ででであああるるる ...       

               身身身長長長ののの年年年間間間発発発育育育量量量のののピピピーーークククががが ,,,    以以以前前前よよよりりり数数数年年年早早早まままりりり ,,,    年年年齢齢齢別別別ののの平平平均均均値値値    

            （（（ aaagggeee---ssspppeeeccciii fff iiiccc    mmmeeeaaannn）））ももも 111999000000 年年年（（（明明明治治治 333333 年年年：：：わわわががが国国国ででで全全全国国国的的的ななな平平平均均均値値値ががが報報報告告告さささ    

               れれれたたた初初初年年年度度度）））以以以来来来 ,,,    大大大きききくくくなななっっっててて来来来ててていいいるるる（（（図図図 555...    身身身長長長ののの発発発育育育曲曲曲線線線にににおおおけけけるるる年年年    

               代代代推推推移移移））） ...    

   111999444000 年年年かかかららら 111999555000 年年年にににかかかけけけててて平平平均均均値値値ががが低低低下下下しししててていいいるるるのののははは ,,,    戦戦戦争争争ののの影影影響響響ににによよよ    

   るるる発発発育育育抑抑抑制制制現現現象象象（（（ gggrrrooowwwttthhh   iiinnnhhhiiibbbiii tttooorrr   ppphhheeennnooommmeeennnooonnn）））でででああありりり ,,,    戦戦戦後後後 111999666000 年年年頃頃頃まままでででののの平平平    

               均均均値値値ののの急急急速速速ななな増増増大大大はははキキキャャャッッッチチチアアアッッップププ（（（ cccaaatttccchhh---uuuppp）））現現現象象象 ,,,    或或或ははは発発発育育育促促促進進進（（（ aaacccccceeellleeerrraaattt iiiooonnn   

               ooofff       gggrrrooowwwttthhh）））現現現象象象ととと呼呼呼ばばばれれれててていいいるるる ...       

身身身長長長ののの年年年間間間発発発育育育量量量ははは ,,,    乳乳乳児児児期期期ででで最最最ももも大大大きききいいいががが ,,,    小小小児児児期期期でででははは ,,,    比比比較較較的的的安安安定定定ししし    

                                          たたた発発発育育育量量量ををを保保保ちちちななながががららら発発発育育育すすするるる ...    そそそののの後後後 ,,,    思思思春春春期期期ににに入入入るるるととと身身身長長長ののの発発発育育育はははスススパパパ    

ーーートトト（（（ gggrrrooowwwttthhh   ssspppuuurrrttt）））ををを開開開始始始すすするるるががが ,,,    個個個人人人差差差ももも大大大きききいいい ...       

   誕誕誕生生生（（（ bbbiiirrrttthhh）））かかかららら成成成人人人ににに至至至るるる身身身長長長ののの発発発育育育過過過程程程（（（ gggrrrooowwwttthhh   ppprrroooccceeessssss）））にににははは ,,,    444 つつつ    

ののの特特特色色色あああるるる時時時期期期がががあああるるる ...       

   ①①①第第第 111 発発発育育育急急急進進進期期期（（（ III 期期期）））；；； gggrrrooowwwttthhh   rrraaapppiiiddd   ppprrrooogggrrreeessssss    pppeeerrriiioooddd：：：誕誕誕生生生かかかららら乳乳乳児児児にににおおおけけけ    

                           るるる発発発育育育期期期    

                     ②②②安安安定定定期期期（（（ IIIIII 期期期）））；；； ssstttaaabbbllleee    pppeeerrriiioooddd：：：乳乳乳児児児期期期（（（ 111 歳歳歳））） ---       小小小児児児期期期（（（身身身長長長ののの発発発育育育ススス    

                           パパパーーートトトまままででで）））    

   ③③③第第第 222 発発発育育育急急急進進進期期期（（（ IIIIIIIII 期期期）））：：：身身身長長長ののの発発発育育育スススパパパーーートトト時時時かかかららら発発発育育育のののピピピーーーククク時時時まままででで    

                     ④④④漸漸漸減減減期期期；；； gggrrraaaddduuuaaalll    dddeeecccrrreeeaaassseee    pppeeerrriiioooddd（（（ IIIVVV 期期期）））：：：発発発育育育のののピピピーーーククク時時時かかかららら終終終末末末身身身長長長ににに    

                           達達達すすするるるまままででで；；；身身身長長長ののの発発発育育育ががが最最最ももも盛盛盛んんんななな年年年齢齢齢ははは ,,,    身身身長長長発発発育育育ピピピーーーククク年年年齢齢齢（（（ PPPeeeaaakkk      

                           HHHeeeiiiggghhhttt    VVVeeellloooccciii tttyyy：：： PPPHHHVVV）））ととと呼呼呼ぶぶぶ ...       

                           PPPHHHVVV 年年年齢齢齢ののの身身身長長長ののの大大大きききさささははは ,,,    成成成人人人ににになななっっったたた時時時ののの終終終末末末身身身長長長（（（ ttteeerrrmmmiiinnnaaalll    

                           hhheeeiiiggghhhttt）））ととと高高高いいい相相相関関関関関関係係係（（（ cccooorrrrrreeelllaaattt iiiooonnn）））がががあああるるる ...    つつつまままりりり ,,,    こここののの時時時ににに身身身長長長ががが    

                           大大大きききかかかっっったたた人人人ははは ,,,    成成成人人人ににになななっっったたた時時時ののの身身身長長長ががが大大大きききいいいととといいいううう傾傾傾向向向にににあああるるる ...       

   PPPHHHVVV 時時時ののの年年年間間間発発発育育育量量量ははは ,,,    男男男児児児ででで約約約 888cccmmm,,,    女女女児児児ででで約約約 666cccmmm ででであああるるるががが ,,,    個個個人人人    

                           差差差ももも大大大きききいいい ...    PPPHHHVVV 年年年齢齢齢にににははは ,,,    発発発現現現年年年齢齢齢ががが早早早いいい ,,,    遅遅遅いいいととといいいううう個個個人人人差差差とととそそそ    

                           のののピピピーーークククののの高高高さささががが ,,,    低低低いいい ,,,    高高高いいいととといいいううう個個個人人人差差差もももあああるるるががが ,,,    ピピピーーークククををを合合合わわわ    

            せせせるるるととと ,,,    そそそのののパパパタタターーーンンンははは殆殆殆どどど同同同じじじににになななるるる（（（図図図 666...    個個個々々々ののの発発発育育育速速速度度度曲曲曲線線線    

                           （（（身身身長長長；；；上上上）））ととと発発発育育育速速速度度度ピピピーーーククク年年年齢齢齢（（（ PPPHHHVVV）））ををを合合合わわわせせせたたた発発発育育育速速速度度度曲曲曲線線線））） ...    

      222000000777 年年年（（（平平平成成成 111999 年年年）））ののの統統統計計計ににによよよるるるととと ,,,    男男男児児児ののの PPPHHHVVV ははは ,,,    111222 歳歳歳ととと 111333 歳歳歳    

   ののの間間間ににに現現現れれれ ,,,    年年年間間間増増増加加加量量量ははは 888...666777cccmmm でででああありりり ,,,    女女女児児児ののの PPPHHHVVV ははは ,,,    999 歳歳歳ととと 111000 歳歳歳    
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   ののの間間間ででで ,,,    増増増加加加量量量ははは 666...888777cccmmm ででであああるるる ...    PPPHHHVVV 年年年齢齢齢ののの若若若年年年化化化ははは ,,,    世世世界界界的的的ななな傾傾傾向向向    

   ででであああるるる ...       

   222...    骨骨骨格格格ののの発発発育育育    

   身身身長長長ののの大大大きききさささははは ,,,    基基基本本本的的的ににに骨骨骨ののの長長長さささののの発発発育育育ににに関関関わわわるるる ...    

   骨骨骨（（（ bbbooonnneee）））ををを発発発育育育過過過程程程ににによよよっっっててて大大大別別別すすするるるととと ,,,    置置置換換換骨骨骨（（（ cccaaarrrttt iii lllaaagggeee   bbbooonnneee;;;    軟軟軟骨骨骨性性性骨骨骨    

               eeennndddoooccchhhooonnndddrrraaalll    bbbooonnneee）））ととと結結結合合合組組組織織織性性性骨骨骨（（（ cccooonnnnnneeecccttt iiivvveee   ttt iii ssssssuuueee   bbbooonnneee;;;    膜膜膜様様様骨骨骨；；；mmmeeemmmbbbrrraaannnooouuusss    

               bbbooonnneee）））ののの 222 種種種類類類ににになななるるる ...       

   ①①①置置置換換換骨骨骨（（（軟軟軟骨骨骨性性性骨骨骨）））：：：軟軟軟骨骨骨がががででできききそそそののの軟軟軟骨骨骨ががが硬硬硬いいい骨骨骨ににに変変変わわわっっっててていいいくくくももものののででで ,,,    

                           脊脊脊柱柱柱（（（ ssspppiiinnnaaalll    cccooollluuummm）））・・・胸胸胸部部部（（（ ccchhheeesssttt）））・・・体体体肢肢肢（（（ lll iiimmmbbb）））なななどどどののの骨骨骨    

   ②②②結結結合合合性性性骨骨骨（（（膜膜膜様様様骨骨骨）））：：：結結結合合合組組組織織織かかからららででできききるるるももものののででで ,,,    頭頭頭蓋蓋蓋冠冠冠（（（ cccaaalllvvvaaarrriiiaaa）））・・・    

   顔顔顔面面面（（（ fffaaaccceee）））等等等ののの骨骨骨    

   骨骨骨ののの発発発育育育ををを長長長管管管骨骨骨（（（置置置換換換骨骨骨）））でででみみみるるるととと図図図 777...    長長長管管管骨骨骨ののの骨骨骨化化化ととと発発発育育育ののの通通通りりり    

               ででであああるるる ...       

                        AAA...    将将将来来来ののの骨骨骨ののの形形形をををしししたたた軟軟軟骨骨骨（（（ cccaaarrrttt iii lllaaagggeee）））ののの小小小さささななな塊塊塊がががででできききるるる    

                        BBB...    中中中央央央部部部表表表面面面ににに原原原始始始骨骨骨髄髄髄腔腔腔（（（ ppprrriiimmmiii ttt iiivvveee   mmmaaarrrrrrooowww   cccaaavvviii tttyyy）））がががでででききき ,,,    そそそれれれががが    

                                 拡拡拡大大大ししし石石石灰灰灰質質質ののの沈沈沈着着着ににによよよっっっててて骨骨骨組組組織織織（（（ ssskkkeeellleeetttaaalll    ttt iii ssssssuuueee）））ににになななるるる（（（軟軟軟骨骨骨    

                                 性性性骨骨骨化化化）））    

                        CCC...    骨骨骨幹幹幹部部部（（（ dddiiiaaappphhhyyysss iiisss    aaarrreeeaaa）））がががおおおおおおきききくくくなななるるるととと軟軟軟骨骨骨外外外骨骨骨化化化ががが起起起こここりりり ,,,    太太太    

さささががが増増増しししててていいいくくく    

                        DDD...    骨骨骨端端端部部部（（（ eeepppiiippphhhyyyssseeeaaalll    aaarrreeeaaa）））ののの軟軟軟骨骨骨（（（骨骨骨端端端軟軟軟骨骨骨；；； eeepppiiippphhhyyyssseeeaaalll    cccaaarrrttt iii lllaaagggeee）））ににに    

ももも骨骨骨化化化点点点ががが現現現れれれるるる ...    こここののの軟軟軟骨骨骨ははは骨骨骨質質質ににに置置置ききき換換換えええららられれれててて骨骨骨ののの長長長さささががが    

増増増しししててていいいくくく    

                        EEE...    骨骨骨端端端軟軟軟骨骨骨ののの幅幅幅ががが狭狭狭くくくなななりりり ,,,    骨骨骨ののの発発発育育育ががが終終終わわわるるる    

                        FFF...    骨骨骨端端端軟軟軟骨骨骨ががが骨骨骨化化化すすするるる    

   骨骨骨ののの発発発育育育ににに影影影響響響ををを与与与えええるるるととと考考考えええららられれれるるる後後後天天天的的的ななな要要要因因因にににははは ,,,    栄栄栄養養養（（（ nnnuuutttrrriii ttt iiiooonnn）））    

            ややや生生生活活活様様様（（（ lll iii fffeee---ssstttyyyllleee）））ののの他他他ににに運運運動動動（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee））） ,,,    睡睡睡眠眠眠（（（ sss llleeeeeeppp）））ととといいいっっったたたももものののががが    

            あああげげげららられれれるるる ...       

運運運動動動ははは ,,,    外外外側側側骨骨骨膜膜膜面面面（（（ eeexxxttteeerrrnnnaaalll    pppeeerrriiiooosssttteeeuuummm）））でででののの骨骨骨形形形成成成（（（ ooossssss iii fff iiicccaaattt iiiooonnn）））ををを    

活活活発発発にににしししててて ,,,    骨骨骨密密密度度度（（（ bbbooonnneee   dddeeennnsss iii tttyyy）））ををを増増増ししし ,,,    骨骨骨ののの皮皮皮質質質（（（ bbbooonnneee   cccooorrrttteeexxx）））ののの厚厚厚    

            さささををを増増増加加加さささせせせるるる効効効果果果をををもももっっっててていいいるるる（（（図図図 888...    長長長管管管骨骨骨ののの発発発育育育ににに及及及ぼぼぼすすすトトトレレレーーーニニニ    

            ンンングググののの影影影響響響））） ...       

身身身長長長ががが伸伸伸びびびるるる時時時期期期にににははは ,,,    成成成長長長軟軟軟骨骨骨層層層（（（骨骨骨端端端軟軟軟骨骨骨；；； eeepppiiippphhhyyysss iiiaaalll    cccaaarrrttt iii lllaaagggeee）））ととと    

いいいううう弱弱弱いいい部部部分分分がががああありりり ,,,    ここここここににに繰繰繰りりり返返返ししし激激激しししいいい力力力ががが加加加わわわるるるととと障障障害害害ががが生生生じじじるるる ...       

            膝膝膝関関関節節節（（（ kkknnneeeeee    jjjoooiiinnnttt）））ははは最最最もももこここうううしししたたた影影影響響響ををを受受受けけけやややすすすいいい部部部分分分ででで ,,,    オオオスススドドドッッッ    
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ドドド・・・シシシュュュラララッッッテテテルルル病病病ととと呼呼呼ばばばれれれるるる骨骨骨端端端軟軟軟骨骨骨障障障害害害（（（ eeepppiiippphhhyyysss iiiaaalll    cccaaarrrttt iii lllaaagggeee   dddiiisssooorrrdddeeerrr）））    

            ががが代代代表表表的的的なななももものののででで ,,,    サササッッッカカカーーー少少少年年年なななどどどににに多多多いいい ...    

身身身長長長ののの発発発育育育ややや骨骨骨ののの長長長さささののの発発発育育育にににははは ,,,    栄栄栄養養養ととと共共共ににに十十十分分分ななな睡睡睡眠眠眠ももも必必必要要要ででであああ    

            るるる ...       

            即即即ちちち ,,,    発発発育育育をををコココンンントトトロロローーールルルすすするるる成成成長長長ホホホルルルモモモンンン（（（ gggrrrooowwwttthhh   hhhooorrrmmmooonnneee）））ははは ,,,    睡睡睡    

            眠眠眠中中中ににに多多多くくく分分分泌泌泌ささされれれるるるのののででで睡睡睡眠眠眠不不不足足足（（（ iiinnnsssuuuffffff iiiccciiieeennnttt    sss llleeeeeeppp）））ははは健健健全全全ななな発発発育育育ののの    

            マママイイイナナナススス要要要因因因（（（ nnneeegggaaattt iiivvveee   fffaaaccctttooorrr）））ででであああるるる（（（図図図 999...    成成成長長長ホホホルルルモモモンンンののの 222444 時時時間間間パパパタタタ    

               ーーーンンン））） ...       

         333...    体体体重重重ののの発発発育育育    

               体体体重重重ははは ,,,    脂脂脂肪肪肪（（（ fffaaattt）））・・・筋筋筋肉肉肉（（（mmmuuussscccllleee）））・・・骨骨骨格格格（（（ ssskkkeeellleeetttooonnn）））・・・軟軟軟部部部組組組織織織（（（ sssooofff ttt    ttt iii ssssssuuueee（（（内内内    

               臓臓臓；；； vvviiisssccceeerrraaa なななどどど）））・・・血血血液液液（（（ bbblllooooooddd）））・・・体体体水水水分分分（（（ bbbooodddyyy   wwwaaattteeerrr）））等等等ののの総総総計計計ででであああるるる ...       

               体体体重重重ののの発発発育育育ももも身身身長長長ののの発発発育育育ととと似似似たたたパパパタタターーーンンンををを示示示ししし ,,,    小小小児児児期期期でででははは体体体重重重増増増加加加ののの割割割合合合ががが    

               少少少なななくくく ,,,    体体体重重重ははは ,,,    思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパーーートトト期期期（（（ pppuuubbbeeerrrtttaaalll    gggrrrooowwwttthhh   ssspppuuurrrttt    pppeeerrriiioooddd）））ににに入入入っっっててて    

               急急急激激激ににに増増増加加加すすするるる ...       

               体体体重重重ののの発発発育育育速速速度度度がががピピピーーーククク（（（ pppeeeaaakkk   wwweeeiiiggghhhttt    vvveeellloooccciii tttyyy;;;    PPPWWWVVV）））ににになななるるる年年年齢齢齢ははは ,,,    男男男女女女とととももも    

               ほほほぼぼぼ一一一致致致しししててていいいるるる（（（男男男児児児 111222 歳歳歳ととと 111333 歳歳歳ののの間間間ででで 555...777222kkkggg：：：女女女児児児 111111 歳歳歳ととと 111222 歳歳歳ののの間間間ででで    

               555...222777kkkggg））） ...    PPPHHHVVV よよよりりり前前前ののの年年年齢齢齢でででははは ,,,    身身身長長長 111cccmmm ののの伸伸伸びびびににに対対対しししててて ,,,    体体体重重重ののの増増増加加加ははは男男男児児児    

               ででで約約約 666000000ggg,,,    女女女児児児でででははは約約約 555000000ggg ののの割割割合合合ででで一一一致致致しししててていいいるるる ...    PPPHHHVVV ののの時時時期期期でででははは ,,,    身身身長長長 111cccmmm   

               ののの伸伸伸びびびににに対対対しししててて ,,,    体体体重重重ののの増増増加加加ははは男男男児児児ででで約約約 888000000ggg,,,    女女女児児児でででははは約約約 777000000ggg ががが平平平均均均ででであああるるる ...       

               体体体重重重ののの構構構成成成成成成分分分ははは ,,,    身身身体体体組組組成成成（（（ bbbooodddyyy   cccooommmpppooosss iii ttt iiiooonnn）））ととと呼呼呼ばばばれれれ ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量（（（ bbbooodddyyy   fffaaattt    

               mmmaaassssss:::    BBBFFFMMM）））ととと除除除脂脂脂肪肪肪量量量（（（ fffaaattt --- fffrrreeeeee    mmmaaassssss:::    FFFFFFMMM）））とととににに大大大別別別ささされれれるるる（（（図図図 111000...    222---成成成分分分モモモ    

               デデデルルルににによよよるるる体体体重重重ののの構構構成成成要要要素素素））） ...       

               つつつまままりりり ,,,    体体体重重重 ,,,    kkkggg   ===   体体体脂脂脂肪肪肪量量量 ,,,    kkkggg   +++   除除除脂脂脂肪肪肪量量量 ,,,    kkkggg   ===   BBBFFFMMM   +++   FFFFFFMMM ででであああるるる ...       

                     ①①①体体体脂脂脂肪肪肪量量量：：：誕誕誕生生生かかかららら 222~~~333 歳歳歳まままでででののの間間間 ,,,    脂脂脂肪肪肪量量量ははは増増増加加加すすするるるががが ,,,    そそそののの後後後 555 歳歳歳 ,,,    666   

   歳歳歳頃頃頃ははは殆殆殆どどど変変変化化化がががみみみららられれれななないいい ...    体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの性性性差差差ははは ,,,    こここのののあああたたたりりりののの年年年齢齢齢ででで    

                           ははは無無無視視視ででできききるるる程程程度度度ででであああるるるががが ,,,    そそそののの後後後ははは ,,,    男男男児児児よよよりりり女女女児児児ででで急急急激激激ななな増増増加加加ををを示示示    

                           すすす ...    思思思春春春期期期後後後半半半ややや 111000 歳歳歳代代代ののの後後後半半半ででで ,,,    女女女子子子ははは男男男子子子ののの約約約 111...555 倍倍倍ののの体体体脂脂脂肪肪肪量量量ををを    

                           もももつつつここことととににになななるるる（（（図図図 111111...    除除除脂脂脂肪肪肪量量量 ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量 ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪率率率ののの発発発育育育曲曲曲線線線））） ...       

                     ②②②体体体脂脂脂肪肪肪率率率（（（ bbbooodddyyy   fffaaattt    pppeeerrrccceeennntttaaagggeee;;;    %%%FFFaaattt））） :::    体体体重重重ににに占占占めめめるるる体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの割割割合合合ででで    

あああるるる ...    %%%FFFaaattt ははは ,,,    新新新生生生児児児ででで約約約 111444%%%ととと云云云わわわれれれててておおおりりり ,,,    出出出生生生後後後ののの 666 ヶヶヶ月月月間間間ででで最最最大大大    

ののの 222555%%%まままででで増増増大大大ししし続続続けけけるるる ...    そそそののの後後後ははは ,,,    小小小児児児期期期ををを通通通しししててて減減減少少少すすするるる ...    こここののの頃頃頃    

まままででで ,,,    女女女児児児ののの%%%FFFaaattt ははは ,,,    一一一貫貫貫しししててて男男男児児児よよよりりり大大大きききいいいががが ,,,    そそそののの差差差ははは僅僅僅かかかででであああるるる ...       

                           女女女子子子ののの%%%FFFaaattt ははは ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量ととと同同同様様様ににに思思思春春春期期期ををを通通通しししててて徐徐徐々々々ににに増増増加加加すすするるる ...    男男男子子子    

                           ののの%%%FFFaaattt ももも思思思春春春期期期スススパパパーーートトト直直直前前前まままでででははは徐徐徐々々々ににに増増増加加加ししし ,,,    そそそののの後後後ににに減減減少少少ししし始始始めめめ    
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                           111666 歳歳歳 ,,,    111777 歳歳歳頃頃頃ににに最最最ももも小小小さささくくくなななるるる ...    (((図図図 111111)))       

                     ③③③除除除脂脂脂肪肪肪量量量：：：除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの発発発育育育パパパタタターーーンンン（（（ gggrrrooowwwttthhh   pppaaatttttteeerrrnnnsss）））ははは ,,,    身身身長長長ややや体体体重重重ののの    

発発発育育育パパパタタターーーンンンととと同同同様様様でででああありりり ,,,    思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパーーートトト中中中ににに性性性差差差ががが明明明確確確ににに現現現れれれ    

るるる ...    若若若年年年成成成人人人ののの値値値ににに達達達すすするるるのののははは ,,,    女女女子子子ののの方方方ががが早早早くくく 111555~~~111666 歳歳歳ででで ,,,    男男男子子子ははは    

111999~~~222000 歳歳歳ででであああるるる ...    思思思春春春期期期後後後期期期ややや 111000 歳歳歳代代代ののの後後後半半半にににおおおいいいてててははは ,,,    男男男子子子ののの除除除脂脂脂肪肪肪    

量量量ははは女女女子子子ののの約約約 111...555 倍倍倍ででであああるるる ...    111000 歳歳歳代代代ののの後後後半半半ののの女女女子子子ののの除除除脂脂脂肪肪肪量量量ははは ,,,    男男男子子子ののの約約約    

777000%%%でででしししかかかななないいい ...    (((図図図 111111)))    

                     ④④④身身身長長長 111cccmmm 当当当たたたりりりののの除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの性性性差差差ははは ,,,    小小小児児児期期期ややや思思思春春春期期期ののの前前前半半半でででははは小小小さささいいい    

                           ががが ,,,111444 歳歳歳以以以降降降 ,,,    同同同じじじ身身身長長長ののの男男男女女女でででははは男男男子子子約約約 000...333kkkggg///cccmmm,,,    女女女子子子約約約 000...222555kkkggg///cccmmm ででで ,,,    男男男    

                           子子子ががが大大大きききななな除除除脂脂脂肪肪肪量量量ををを有有有しししててていいいるるる（（（図図図 111222...    身身身長長長 111cccmmm 当当当たたたりりりののの除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変    

                           化化化ののの発発発育育育曲曲曲線線線））） ...    

         こここのののよよようううななな身身身体体体組組組成成成ののの変変変化化化にににははは ,,,    性性性ホホホルルルモモモンンンののの影影影響響響ががが強強強くくく働働働いいいててていいいるるる ...       

                     ○○○男男男性性性ホホホルルルモモモンンン（（（アアアンンンドドドロロロゲゲゲンンン；；； aaannndddrrrooogggeeennn））） :::蛋蛋蛋白白白同同同化化化作作作用用用（（（ aaannnaaabbbooolll iiiccc    aaacccttt iiiooonnn）））   

がががああありりり ,,,    筋筋筋肉肉肉ややや骨骨骨（（（除除除脂脂脂肪肪肪量量量）））ののの合合合成成成ををを促促促進進進すすするるる ...       

   ○○○女女女性性性ホホホルルルモモモンンン（（（エエエススストトトロロロゲゲゲンンン；；； eeessstttrrrooogggeeennn））） :::    成成成長長長ホホホルルルモモモンンン（（（ gggrrrooowwwttthhh   hhhooorrrmmmooonnn   

                           ののの分分分泌泌泌（（（ ssseeecccrrreeettt iiiooonnn）））ををを抑抑抑制制制ししし ,,,    脂脂脂肪肪肪ののの合合合成成成（（（ fffaaattt    sssyyynnnttthhheeesss iiisss）））ををを促促促進進進ししし ,,,    かかかららら    

                           だだだののの発発発育育育ををを抑抑抑制制制すすするるる作作作用用用がががあああるるる ...       

こここれれれららら性性性ホホホルルルモモモンンン（（（ssseeexxx   hhhooorrrmmmooonnneee）））ののの年年年齢齢齢変変変化化化ををを受受受けけけててて身身身体体体組組組成成成にににももも大大大きききななな性性性差差差    

ががが生生生じじじるるる（（（図図図 111333...    男男男性性性ホホホルルルモモモンンンととと女女女性性性ホホホルルルモモモンンンののの排排排泄泄泄量量量ののの変変変化化化））） ...       

               

IIIVVV...    神神神経経経系系系ののの発発発達達達ととと基基基本本本的的的運運運動動動スススキキキルルルののの発発発達達達    

   111...    神神神経経経系系系ののの発発発達達達    

                  運運運動動動をををつつつかかかさささどどどるるる神神神経経経機機機構構構（（（ nnneeeuuurrraaalll    mmmeeeccchhhaaannniiisssmmm）））ははは ,,,    大大大脳脳脳（（（ ccceeerrreeebbbrrruuummm）））・・・脳脳脳    

幹幹幹（（（ bbbrrraaaiiinnn   sssttteeemmm）））・・・小小小脳脳脳（（（ ccceeerrreeebbbeeelll llluuummm）））・・・脊脊脊髄髄髄（（（ ssspppiiinnnaaalll    cccooorrrddd）））・・・そそそれれれらららをををつつつなななぐぐぐ    

神神神経経経（（（ nnneeerrrvvveee）））かかからららなななっっっててていいいるるる（（（図図図 111444...    ヒヒヒトトトののの脳脳脳 ,,,    図図図 111555...    脳脳脳ののの構構構造造造（（（模模模式式式図図図）））））） ...       

①生きているために必要な部分：運動・呼吸・循環など生命の維持に必要

   ななな部部部位位位（（（脳脳脳幹幹幹・・・脊脊脊髄髄髄）））    

                     ②②②逞逞逞しししくくく生生生きききるるるたたためめめににに必必必要要要ななな部部部位位位：：：間間間脳脳脳（（（ dddiiieeennnccceeeppphhhaaalllooonnn）））・・・大大大脳脳脳辺辺辺縁縁縁系系系    

                        （（（ ccceeerrreeebbbrrraaalll    lll iiimmmbbbiiiccc    sssyyysssttteeemmm）））    

                     ③③③よよよくくく生生生きききるるるたたためめめににに必必必要要要ななな部部部位位位：：：大大大脳脳脳皮皮皮質質質（（（ ccceeerrreeebbbrrraaalll    cccooorrrttteeexxx）））    

         脳脳脳幹幹幹とととははは ,,,    中中中脳脳脳（（（mmmiiidddbbbrrraaaiiinnn）））（（（運運運動動動ややや姿姿姿勢勢勢調調調節節節ののの為為為ののの反反反射射射中中中枢枢枢；；；）））・・・橋橋橋・・・延延延    

                           髄髄髄（（（呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環ののの中中中枢枢枢）））ででで ,,,    脊脊脊髄髄髄ははは ,,,    脊脊脊髄髄髄神神神経経経（（（ ssspppiiinnnaaalll    nnneeerrrvvveeesss）））ややや自自自律律律神神神経経経    

                        （（（ aaauuutttooonnnooommmiiiccc    nnneeerrrvvveeesss）））ががが出出出入入入りりりしししててておおおりりり ,,,    運運運動動動・・・呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環ににに関関関わわわるるるのののででで ,,,    一一一    

                           番番番早早早くくく発発発達達達すすするるる ...       
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新新新生生生児児児でででははは ,,,    神神神経経経細細細胞胞胞（（（ nnneeeuuurrrooonnn）））ががが過過過剰剰剰にににつつつくくくららられれれるるるががが ,,,    やややがががててて必必必要要要ななな神神神    

                  経経経回回回路路路（（（ nnneeeuuurrraaalll    ccciiirrrcccuuuiii ttt）））ががが形形形成成成ささされれれるるるととと余余余分分分ななな神神神経経経細細細胞胞胞ややや神神神経経経線線線維維維（（（ nnneeerrrvvveee      

                  fff iiibbbeeerrr）））（（（軸軸軸索索索；；； aaaxxxiiisss    cccyyylll iiinnndddeeerrr）））ががが焼焼焼失失失すすするるる（（（発発発達達達ののの初初初期期期にににおおおよよよそそそ 555000%%%ののの神神神経経経    

                  細細細胞胞胞ががが失失失わわわれれれるるる））） ...       

神神神経経経回回回路路路ののの活活活動動動ははは ,,,    使使使わわわれれれるるる回回回路路路ののの連連連結結結部部部（（（シシシナナナッッップププススス；；； sssyyynnnaaapppssseee）））ののの活活活動動動    

ががが強強強化化化ささされれれ ,,,    使使使わわわれれれななないいい回回回路路路ででではははシシシナナナッッップププスススははは退退退化化化すすするるる（（（図図図 111666...    ニニニュュューーーロロロ    

                  ンンンののの構構構造造造とととシシシナナナプププススス））） ...       

                  発発発達達達中中中ののの神神神経経経細細細胞胞胞ののの軸軸軸索索索（（（長長長いいい枝枝枝状状状ののの神神神経経経線線線維維維）））ははは成成成長長長ををを続続続けけけ ,,,    樹樹樹状状状突突突起起起    

   （（（ dddeeennndddrrriii ttteee）））ののの枝枝枝分分分かかかれれれををを拡拡拡大大大しししててて ,,,    他他他ののの神神神経経経細細細胞胞胞ととと関関関連連連ををを深深深めめめててて行行行くくく ...       

発発発育育育期期期にににははは ,,,    神神神経経経細細細胞胞胞やややシシシナナナプププスススののの発発発達達達ににによよよるるる神神神経経経回回回路路路ののの形形形成成成ががが盛盛盛んんんででで    

                  あああるるる ...       

脳脳脳細細細胞胞胞（（（ bbbrrraaaiiinnn   ccceeelll lll）））ののの発発発達達達過過過程程程（（（ dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt    ppprrroooccceeessssss）））ははは ,,,    333 段段段階階階ににに分分分けけけららら    

                  れれれるるる（（（図図図 111777...    脳脳脳ののの発発発達達達過過過程程程））） ...    

                     ①①①    第第第 111 段段段階階階：：： 000 歳歳歳かかかららら 333 歳歳歳頃頃頃まままででで ,,,    脳脳脳のののハハハーーードドドウウウエエエアアアににに相相相当当当すすするるる神神神経経経回回回路路路    

                              ののの配配配線線線ががが急急急ピピピッッッチチチににに進進進みみみ ,,,    模模模倣倣倣ををを通通通しししててて神神神経経経回回回路路路がががでででききき上上上がががるるる ...       

   ②②②    第第第 222 段段段階階階：：：脳脳脳重重重量量量ががが成成成人人人ののの 999000---999555%%%ににに達達達ししし ,,,    脳脳脳のののソソソフフフトトトウウウエエエアアアががが発発発達達達すすす    

                              るるる ...       

                     ③③③    第第第 333 段段段階階階：：： 111000 歳歳歳前前前後後後ででで配配配線線線ははは ,,,    ほほほぼぼぼ完完完成成成すすするるる ...       

         222...    基基基本本本的的的ななな運運運動動動ののの発発発達達達    

   人人人間間間のののもももつつつ最最最初初初ののの運運運動動動様様様式式式ででであああるるる新新新生生生児児児反反反射射射（（（ nnneeeooonnnaaatttaaalll    rrreeefff llleeexxx）））＜＜＜哺哺哺乳乳乳反反反    

   射射射（（（ fffeeeeeedddiiinnnggg   rrreeefff llleeexxx）））；；；把把把握握握反反反射射射（（（ gggrrraaasssppp   rrreeefff llleeexxx）））；；；バババビビビンンンスススキキキーーー反反反射射射（（（BBBaaabbbiiinnnssskkkiii       

               rrreeefff llleeexxx）））；；；モモモロロローーー反反反射射射（（（MMMooorrrooo   rrreeefff llleeexxx）））＞＞＞ははは ,,,    誕誕誕生生生後後後数数数ヶヶヶ月月月ででで随随随意意意運運運動動動    

            （（（ vvvooollluuunnntttaaarrryyy   mmmooovvveeemmmeeennnttt）））へへへととと切切切りりり変変変わわわるるる ...    

   随随随意意意運運運動動動とととしししててて最最最初初初ににに習習習得得得ささされれれるるるのののははは ,,,    運運運動動動ののの基基基礎礎礎ででであああるるる移移移動動動運運運動動動    

            （（（ lllooocccooommmooottt iiiooonnn）））とととしししてててののの直直直立立立歩歩歩行行行（（（wwwaaalllkkkiiinnnggg   uuuppprrriiiggghhhttt）））とととそそそれれれににに必必必要要要ななな姿姿姿勢勢勢    

            （（（ pppooossstttuuurrreee）））ののの統統統御御御（（（座座座るるる ;;;    sss iii ttt    dddooowwwnnn,,,    立立立つつつ ;;;    ssstttaaannnddd なななどどど）））ととと ,,,    操操操作作作運運運動動動（（（ ooopppeeerrraaattt iiiooonnn）））    

               ででであああるるる把把把握握握運運運動動動ででであああるるる ...       

   こここれれれらららははは ,,,    「「「初初初歩歩歩的的的ななな運運運動動動（（（ eeellleeemmmeeennntttaaarrryyy   mmmooovvveeemmmeeennnttt）））」」」ととと呼呼呼ばばばれれれ ,,,    誕誕誕生生生直直直後後後かかか    

               ららら 222 歳歳歳頃頃頃まままでででののの時時時期期期ににに見見見ららられれれるるる意意意思思思（（（ iiinnnttteeennnttt iiiooonnn）））ややや欲欲欲求求求（（（ dddeeesss iiirrreee）））ががが伴伴伴っっったたた    

               随随随意意意的的的（（（ vvvooollluuunnntttaaarrriii lllyyy）））ななな運運運動動動ででであああるるる ...       

   222 歳歳歳頃頃頃ににになななっっってててこここれれれらららののの運運運動動動ががが確確確立立立すすするるるととと ,,,    運運運動動動ののの発発発達達達ははは ,,,    基基基本本本的的的ななな運運運動動動    

               ののの段段段階階階ににに入入入るるる ...       

「「「基基基本本本的的的ななな運運運動動動（（（ bbbaaasss iiiccc    mmmooovvveeemmmeeennnttt）））」」」とととははは ,,,    こここれれれまままでででののの初初初歩歩歩的的的ななな運運運動動動ががが 222   ~~~   333   

               歳歳歳頃頃頃かかかららら 666   ~~~   777 歳歳歳頃頃頃まままででで多多多種種種多多多様様様ににに分分分化化化しししたたたももものののででであああるるる ...       
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   基基基本本本的的的ななな運運運動動動ははは ,,,    あああらららゆゆゆるるる運運運動動動ににに欠欠欠かかかせせせななないいい運運運動動動でででああありりり ,,,    そそそののの運運運動動動ををを繰繰繰    

               りりり返返返すすす（（（経経経験験験すすするるる）））ここことととででで上上上達達達ししし ,,,    さささらららににに運運運動動動ががが洗洗洗練練練ささされれれててていいいくくく ...       

   運運運動動動ががが洗洗洗練練練ささされれれててて行行行くくく条条条件件件ははは ,,,    不不不必必必要要要ななな随随随伴伴伴運運運動動動ををを伴伴伴わわわずずずににに行行行えええるるる「「「運運運動動動    

               ののの分分分化化化 (((dddiii fff fffeeerrreeennnttt iiiaaattt iiiooonnn)))」」」だだだけけけでででははは不不不十十十分分分でででああありりり ,,,    身身身体体体各各各部部部ののの動動動きききややや働働働きききががが    

               必必必要要要ににに応応応じじじてててタタタイイイミミミンンングググ良良良くくく運運運動動動すすするるるこここととと「「「運運運動動動ののの統統統合合合（（（ iiinnnttteeegggrrraaattt iiiooonnn）））」」」ががが    

               重重重要要要ででであああるるる ...       

   つつつまままりりり ,,,    基基基本本本的的的ななな運運運動動動ののの発発発達達達にににははは ,,,    神神神経経経ととと筋筋筋のののコココンンントトトロロローーールルル能能能力力力ののの発発発達達達    

               ががが大大大きききくくく関関関与与与しししててて来来来るるる ...       

         333...    神神神経経経・・・筋筋筋コココンンントトトロロローーールルル能能能力力力ののの発発発達達達    

               幼幼幼児児児期期期かかかららら小小小児児児期期期ののの中中中期期期（（（小小小学学学校校校ののの低低低学学学年年年・・・中中中学学学年年年）））にににかかかけけけててて、、、神神神経経経・・・    

               筋筋筋コココンンントトトロロローーールルル能能能力力力ののの向向向上上上ががが著著著しししいいい ...    

               光光光ややや音音音ののの刺刺刺激激激ににに対対対しししててて素素素早早早くくく反反反応応応すすするるる「「「単単単純純純反反反応応応時時時間間間（（（ sss iiimmmpppllleee    rrreeeaaacccttt iiiooonnn   ttt iiimmmeee）））    

               ややや「「「全全全身身身反反反応応応時時時間間間（（（wwwhhhooollleee    bbbooodddyyy   rrreeeaaacccttt iiiooonnn   ttt iiimmmeee））） ,,,    指指指示示示条条条件件件ににに従従従っっっててて選選選択択択的的的ににに    

               動動動作作作すすするるる「「「選選選択択択反反反応応応時時時間間間（（（ ccchhhoooiiiccceee    rrreeeaaacccttt iiiooonnn   ttt iiimmmeee）））」」」ももも 666 歳歳歳かかかららら 111222 歳歳歳にににかかかけけけ    

               ててて急急急速速速ににに短短短縮縮縮すすするるる (((図図図 111888...    単単単純純純反反反応応応時時時間間間ののの年年年齢齢齢変変変化化化 ))) ...       

   反反反応応応時時時間間間にににははは ,,,    動動動作作作開開開始始始時時時間間間（（（ aaattttttaaaccckkk   ttt iiimmmeee）））ととと筋筋筋収収収縮縮縮時時時間間間（（（mmmuuussscccllleee    cccooonnntttrrraaacccttt iiiooonnn   

               ttt iiimmmeee）））ののの 222 要要要素素素ががが含含含まままれれれててていいいるるる（（（図図図 111999...    全全全身身身反反反応応応時時時間間間ののの時時時間間間相相相））） ...       

         ①①①動動動作作作開開開始始始時時時間間間：：：動動動作作作開開開始始始合合合図図図かかかららら実実実際際際ににに動動動作作作ががが開開開始始始ささされれれるるるまままでででののの神神神経経経    

               ののの刺刺刺激激激伝伝伝達達達（（（ sssttt iiimmmuuullluuusss    tttrrraaannnsssmmmiiissssss iiiooonnn）））ににに要要要すすするるる時時時間間間ででであああるるる ...       

   ②②②筋筋筋収収収縮縮縮時時時間間間：：：筋筋筋ののの収収収縮縮縮ににによよよっっっててて ,,,    動動動作作作ががが起起起こここささされれれててていいいるるる時時時間間間ででであああるるる ...       

                  666 歳歳歳かかかららら 111222 歳歳歳にににかかかけけけてててののの反反反応応応時時時間間間ののの短短短縮縮縮でででははは ,,,    筋筋筋収収収縮縮縮時時時間間間ののの短短短縮縮縮ににに比比比    

                                    べべべててて動動動作作作開開開始始始時時時間間間ががが著著著しししくくく短短短縮縮縮ささされれれるるるのののががが特特特徴徴徴ででであああるるる ...       

こここののの動動動作作作開開開始始始時時時間間間ののの短短短縮縮縮にににははは ,,,    神神神経経経ののの刺刺刺激激激伝伝伝達達達速速速度度度（（（ sssttt iiimmmuuullluuusss    tttrrraaannnsssmmmiiissssss iiiooonnn   ssspppeeeeeeddd）））   

            ばばばかかかりりりでででなななくくく ,,,    動動動きききににに対対対すすするるる判判判断断断力力力（（（ jjjuuudddgggmmmeeennnttt））） ,,,    集集集中中中力力力（（（ cccooonnnccceeennntttrrraaattt iiiooonnn）））なななどどど心心心    

            理理理的的的要要要因因因（（（ pppsssyyyccchhhooolllooogggiiicccaaalll    fffaaaccctttooorrr）））ののの向向向上上上ももも大大大きききくくく関関関与与与すすするるる ...       

心心心理理理的的的ななな発発発達達達ををを伴伴伴ううう神神神経経経・・・筋筋筋コココンンントトトロロローーールルル系系系ののの発発発達達達ががが盛盛盛んんんななな時時時期期期にににははは ,,,    動動動作作作のののイイイ    

            メメメーーージジジ（（（ iiimmmaaagggeee    ooofff    ttthhheee    mmmooovvveeemmmeeennnttt）））ををを大大大切切切にににしししたたた動動動きききづづづくくくりりり（（（mmmaaakkkiiinnnggg   ooofff    mmmooovvveeemmmeeennnttt）））   

            ののの指指指導導導効効効果果果ががが大大大きききいいい ...       

   444...    筋筋筋ととと筋筋筋力力力ののの発発発達達達    

               運運運動動動ををを行行行うううここことととがががででできききるるるのののははは ,,,    神神神経経経ののの刺刺刺激激激ににに強強強調調調すすするるる筋筋筋肉肉肉ののの働働働きききがががあああるるるかかかららら    

               ででであああるるる ...    運運運動動動ををを引引引ききき起起起こここすすす骨骨骨格格格筋筋筋（（（ ssskkkeeellleeetttaaalll    mmmuuussscccllleee）））ののの 111 つつつ 111 つつつののの筋筋筋肉肉肉ははは ,,,    細細細くくく    

               ててて長長長いいい筋筋筋線線線維維維（（（mmmuuussscccllleee    fff iiibbbeeerrr）））ががが束束束ねねねららられれれたたた構構構造造造をををしししててていいいるるる（（（図図図 222000...    骨骨骨格格格筋筋筋ののの    

                  構構構造造造））） ...    

               111 本本本ののの筋筋筋線線線維維維ははは ,,,    筋筋筋収収収縮縮縮（（（mmmuuussscccllleee    cccooonnntttrrraaacccttt iiiooonnn）））ののの単単単位位位ででであああるるる筋筋筋原原原線線線維維維（（（mmmyyyooofff iiibbbrrriii lll）））       
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   かかからららででできききててていいいるるる ...       

               筋筋筋線線線維維維にににははは ,,,    性性性質質質ののの異異異なななるるる速速速筋筋筋線線線維維維（（（ FFFaaasssttt    TTTwwwiii tttccchhh;;;    FFFTTT 線線線維維維）））ととと遅遅遅筋筋筋線線線維維維（（（ SSSlllooowww      

               TTTwwwiii tttccchhh;;;    SSSTTT 線線線維維維）））ののの 222 種種種類類類がががあああるるる ...       

   ①①①速速速筋筋筋線線線維維維（（（タタタイイイプププ IIIIII ,,,    白白白筋筋筋）））：：：収収収縮縮縮測測測度度度ががが速速速くくく ,,,    収収収縮縮縮力力力ももも大大大きききいいいががが疲疲疲労労労    

               しししやややすすすいいい ...       

      ②②②遅遅遅筋筋筋線線線維維維（（（タタタイイイプププ III ,,,    赤赤赤筋筋筋）））：：：収収収縮縮縮測測測度度度ががが遅遅遅くくく ,,,    収収収縮縮縮力力力ももも小小小さささいいいががが疲疲疲労労労ししし    

      にににくくくいいい ...    直直直径径径ががが細細細くくく ,,,    神神神経経経ととと筋筋筋ののの接接接合合合部部部ののの構構構造造造ももも単単単純純純ででであああるるる ...    

   素素素早早早いいい動動動きききややや瞬瞬瞬発発発力力力ををを必必必要要要とととすすするるる ,,,    短短短距距距離離離（（（ sssppprrriiinnnttteeerrr））） ,,,    跳跳跳躍躍躍（（（ jjjuuummmpppeeerrr））） ,,,       

               投投投擲擲擲（（（ ttthhhrrrooowwweeerrr）））なななどどどのののスススポポポーーーツツツ種種種目目目ののの選選選手手手でででははは速速速筋筋筋線線線維維維ががが 777000%%%ををを占占占めめめ ,,,    ゆゆゆ    

               っっったたたりりりしししたたた持持持続続続的的的ななな運運運動動動ややや持持持久久久力力力（（（ eeennnddduuurrraaannnccceee）））ををを必必必要要要とととすすするるるマママラララソソソンンン    

            （（（mmmaaarrraaattthhhooonnn   rrruuunnnnnneeerrr）））ややや長長長距距距離離離（（（ lllooonnnggg   dddiiissstttaaannnccceee    rrruuunnnnnneeerrr）））選選選手手手でででははは遅遅遅筋筋筋線線線維維維ががが 888000%%%   

               ををを越越越えええるるる ...       

   速速速筋筋筋線線線維維維ととと遅遅遅筋筋筋線線線維維維ののの数数数ののの割割割合合合ははは ,,,    遺遺遺伝伝伝的的的（（（ gggeeennneeettt iiiccc）））にににほほほぼぼぼ決決決まままっっっててていいいててて ,,,    後後後天天天    

               的的的（（（ pppooosssttteeerrriiiooorrriii）））にににははは変変変化化化しししにににくくくいいいとととささされれれててていいいるるる ...       

   速速速筋筋筋線線線維維維ととと遅遅遅筋筋筋線線線維維維ははは ,,,    異異異なななっっったたた時時時期期期ににに発発発達達達すすするるる ...       

   筋筋筋力力力ののの発発発達達達ははは ,,,    主主主とととしししててて筋筋筋肉肉肉量量量ののの増増増加加加にににもももよよよるるるががが ,,,    筋筋筋線線線維維維ののの数数数ががが誕誕誕生生生後後後あああままま    

               りりり変変変化化化しししななないいいとととすすするるるととと ,,,    111 本本本 111 本本本ののの筋筋筋線線線維維維ががが長長長くくくなななるるるここことととととと ,,,    太太太くくくなななるるるここことととののの    

                  222 要要要因因因ににによよよっっっててて生生生じじじるるる ...       

   筋筋筋力力力（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   ssstttrrreeennngggttthhh）））ののの増増増加加加ははは ,,,    幼幼幼児児児期期期ややや小小小児児児期期期（（（小小小学学学生生生期期期）））にににははは緩緩緩やややかかか    

               ででであああるるるががが ,,,    思思思春春春期期期ににに入入入っっっててて中中中学学学・・・高高高校校校生生生期期期ににになななるるるととと増増増加加加ののの割割割合合合ががが急急急激激激ににになななるるる    

            （（（図図図 222111...    握握握力力力ののの発発発達達達））） ...    

   速速速筋筋筋線線線維維維ははは ,,,    思思思春春春期期期スススパパパーーートトト前前前（（（ PPPHHHVVV 年年年齢齢齢以以以前前前）））ににに目目目立立立っっったたた発発発達達達がががみみみららられれれななな    

               いいい ...       

         従従従っっっててて ,,,    幼幼幼児児児期期期ややや小小小学学学生生生期期期ののの緩緩緩やややかかかななな筋筋筋力力力ののの発発発達達達ははは ,,,    主主主とととしししててて遅遅遅筋筋筋線線線維維維ののの発発発    

               達達達ににによよよるるるももものののででであああるるる ...       

   遅遅遅筋筋筋線線線維維維のののエエエネネネルルルギギギーーー利利利用用用（（（ eeennneeerrrgggyyy   uuuttt iii lll iiizzzaaattt iiiooonnn）））ははは ,,,    有有有酸酸酸素素素的的的エエエネネネルルルギギギーーー供供供給給給    

               過過過程程程（（（ aaaeeerrrooobbbiiiccc    eeennneeerrrgggyyy   sssuuupppppplllyyy   ppprrroooccceeessssss）））ををを主主主とととしししててていいいるるるたたためめめ ,,,    疲疲疲労労労しししにににくくくいいい ...       

   幼幼幼児児児ややや小小小学学学生生生ががが強強強いいい瞬瞬瞬発発発力力力（（（ pppooowwweeerrr）））ををを発発発揮揮揮ででできききにににくくくいいいのののははは ,,,    速速速筋筋筋線線線維維維ののの働働働ききき    

               ががが未未未発発発達達達なななたたためめめででであああるるる ...       

   PPPHHHVVV 年年年齢齢齢以以以降降降ののの中中中学学学生生生・・・高高高校校校生生生期期期ににになななるるるととと ,,,    急急急激激激ななな筋筋筋力力力ののの増増増加加加ががが見見見ららられれれるるる ...       

               そそそれれれははは ,,,    遅遅遅筋筋筋線線線維維維ののの発発発達達達ににに加加加えええててて ,,,    速速速筋筋筋線線線維維維ののの発発発達達達ががが急急急速速速ににに生生生じじじてててきききたたた為為為ででで    

               あああるるる ...       

   速速速筋筋筋線線線維維維のののエエエネネネルルルギギギーーー利利利用用用ははは ,,,    無無無酸酸酸素素素的的的エエエネネネルルルギギギーーー供供供給給給過過過程程程（（（ aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc       

               eeennneeerrrgggyyy   sssuuupppppplllyyy   ppprrroooccceeessssss）））ににによよよるるるたたためめめ ,,,    乳乳乳酸酸酸（（（ lllaaaccctttaaattteee）））ののの蓄蓄蓄積積積ににによよよるるる疲疲疲労労労感感感ががが生生生じじじ    
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               るるる ...       

   こここののの時時時期期期ににになななるるるととと ,,,    素素素早早早いいい動動動きききややや瞬瞬瞬発発発力力力ををを必必必要要要とととすすするるる運運運動動動能能能力力力（（（mmmoootttooorrr    aaabbbiii lll iii tttyyy）））         

               ははは著著著しししくくく向向向上上上すすするるる ...       

   男男男女女女ののの筋筋筋力力力ののの発発発達達達ははは ,,,    幼幼幼児児児期期期ややや小小小学学学生生生期期期ににに顕顕顕著著著ななな性性性差差差ははは見見見ららられれれななないいいががが ,,,    高高高校校校    

               生生生期期期ににになななるるるととと女女女子子子ののの筋筋筋力力力ののの発発発達達達ははは見見見ららられれれなななくくくなななるるる ...    こここれれれははは ,,,    女女女性性性ホホホルルルモモモンンン    

（（（ fffeeemmmaaallleee    hhhooorrrmmmooonnneee）））ののの分分分泌泌泌ががが盛盛盛んんんににになななっっっててて筋筋筋力力力ののの発発発達達達ががが抑抑抑制制制ささされれれるるる為為為ででであああるるる ...    女女女    

   性性性ホホホルルルモモモンンンののの分分分泌泌泌ににによよよっっっててて抑抑抑制制制ささされれれるるるのののははは ,,,    主主主とととしししててて速速速筋筋筋線線線維維維ででであああるるる ...    

         555...    エエエネネネルルルギギギーーー代代代謝謝謝量量量（（（ eeennneeerrrgggyyy   mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm）））ととと最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（mmmaaaxxxiiimmmuuummm   oooxxxyyygggeeennn      

               uuuppptttaaakkkeee）））ののの発発発達達達    

               有有有酸酸酸素素素性性性エエエネネネルルルギギギーーー（（（ aaaeeerrrooobbbiiiccc    eeennneeerrrgggyyy）））ののの最最最ももも基基基本本本とととなななるるるのののががが基基基礎礎礎代代代謝謝謝量量量（（（ bbbaaasssaaalll    

               mmmeeetttaaabbbooolll iiiccc    rrraaattteee）））ででであああるるる ...    基基基礎礎礎代代代謝謝謝量量量ははは ,,,    人人人間間間ののの正正正常常常ななな状状状態態態ででで生生生命命命ををを維維維持持持すすするるるのののににに    

               必必必要要要ななな最最最小小小限限限のののエエエネネネルルルギギギーーー量量量ををを表表表しししててていいいるるる ...       

基基基礎礎礎代代代謝謝謝量量量ははは ,,,    乳乳乳児児児期期期ででで 111 日日日約約約 555000000kkkcccaaalll ででであああるるるががが ,,,    第第第 111 発発発育育育急急急進進進期期期ででであああるるる幼幼幼児児児期期期    

               前前前半半半にににかかかけけけててて著著著しししくくく増増増加加加すすするるる ...    ＜＜＜ cccaaalll :::    111ggg ののの水水水ををを標標標準準準大大大気気気圧圧圧ででで 111℃℃℃上上上げげげるるるのののににに必必必    

               要要要ななな熱熱熱量量量＞＞＞    

第第第 222 発発発育育育急急急進進進期期期ででであああるるる思思思春春春期期期ににに入入入るるるととと ,,,    そそそののの増増増加加加量量量ははは急急急激激激にににとととなななりりり ,,,    男男男子子子ののの 111   

               歳歳歳ででで約約約 111,,,666000000kkkcccaaalll でででピピピーーークククににに達達達すすするるる ...    こここののの時時時期期期ににに基基基礎礎礎代代代謝謝謝量量量ががが急急急増増増すすするるるのののははは ,,,    体体体    

               内内内ののの除除除脂脂脂肪肪肪量量量ががが増増増加加加ししし ,,,    細細細胞胞胞ののの代代代謝謝謝ががが活活活発発発ににになななるるるかかからららででであああるるる ...       

普普普通通通ののの生生生活活活ををを送送送っっっててていいいるるる子子子どどどももも達達達ののの 111 日日日のののエエエネネネルルルギギギーーー代代代謝謝謝量量量ははは ,,,    男男男子子子ののの 666 歳歳歳ででで    

約約約 111,,,777000000kkkcccaaalll ,,,    111000 歳歳歳ででで約約約 222,,,000000000kkkcccaaalll ,,,    111666 歳歳歳ででで約約約 222,,,777000000kkkcccaaalll ,,,    女女女子子子ののの 666 歳歳歳ででで約約約 111,,,555555000kkkcccaaalll ,,,    111000   

歳歳歳ででで約約約 111,,,999555000kkkcccaaalll ,,,    111666 歳歳歳ででで約約約 222,,,222555000kkkcccaaalll ででであああるるる ...    こここれれれらららののの値値値ははは ,,,    基基基礎礎礎代代代謝謝謝量量量ののの 111...666555

倍倍倍かかかららら 111...777 倍倍倍位位位ににに相相相当当当すすするるる ...       

111 日日日ののの身身身体体体活活活動動動量量量（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    aaacccttt iiivvviii tttyyy）））ががが多多多いいい子子子どどどももも達達達ははは ,,,    111 日日日当当当たたたりりりののの代代代謝謝謝量量量ももも

大大大きききいいいのののででで ,,,    活活活動動動量量量ににに見見見合合合うううだだだけけけのののエエエネネネルルルギギギーーー摂摂摂取取取（（（ eeennneeerrrgggyyy   iiinnntttaaakkkeee）））ががが必必必要要要ででであああ

るるる ...       

   ＜＜＜エエエネネネルルルギギギーーー代代代謝謝謝 :::    eeennneeerrrgggyyy   mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm＞＞＞：：：（（（エエエネネネルルルギギギーーー交交交代代代：：：生生生命命命現現現象象象ににに伴伴伴うううエエエ    

                                                                  ネネネルルルギギギーーーののの変変変換換換ややや出出出入入入りりり）））    

   ＜＜＜エエエネネネルルルギギギーーー :::eeennneeerrrgggyyy＞＞＞：：：（（（物物物体体体ががが仕仕仕事事事をををすすするるる能能能力力力ののの量量量）））    

   ＜＜＜代代代謝謝謝 :::mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm＞＞＞：：：（（（生生生体体体内内内ののの化化化学学学反反反応応応のののここことととででで ,,,    体体体外外外かかかららら取取取りりり入入入れれれたたた物物物質質質    

               ををを合合合成成成（（（同同同化化化）））しししたたたりりり ,,,    エエエネネネルルルギギギーーーををを得得得たたたりりり（（（異異異化化化）））    

                                                               すすするるるこここととと ...       

   ＜＜＜同同同化化化 :::aaannnaaabbbooolll iii sssmmm＞＞＞：：：（（（異異異化化化ににによよよっっっててて得得得ららられれれたたたエエエネネネルルルギギギーーー（（（AAATTTPPP）））ををを用用用いいいててて ,,,    蛋蛋蛋    

               白白白質質質 ,,,    糖糖糖質質質 ,,,    脂脂脂質質質ををを構構構築築築すすするるる過過過程程程）））    

   ＜＜＜異異異化化化 :::cccaaatttaaabbbooolll iii sssmmm＞＞＞：：：（（（外外外部部部ののの物物物質質質ををを取取取りりり入入入れれれ分分分解解解しししてててエエエネネネルルルギギギーーーををを得得得ててて AAATTTPPP   
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               ををを合合合成成成すすするるる代代代謝謝謝）））    

               激激激しししいいい持持持続続続的的的ななな運運運動動動ををを行行行っっったたた時時時 ,,,    体体体内内内でででははは多多多量量量ののの酸酸酸素素素ががが必必必要要要ででであああるるる ...    ＜＜＜定定定常常常    

状状状態態態ののの場場場合合合 ,,,    酸酸酸素素素 111ℓℓℓががが摂摂摂取取取ささされれれるるるととと→→→ 444...888666   KKKcccaaalllのののエエエネネネルルルギギギーーーががが運運運動動動ににに使使使わわわれれれたたた    

ここことととににになななるるる：：：例例例えええばばば ,,,    毎毎毎分分分 222ℓℓℓののの酸酸酸素素素ををを消消消費費費すすするるる運運運動動動とととははは ,,,    毎毎毎分分分 999...777222kkkcccaaalll のののエエエネネネ    

ルルルギギギーーーををを消消消費費費すすするるる運運運動動動ででであああるるる ...    体体体内内内ででで消消消費費費ささされれれるるる酸酸酸素素素量量量ののの最最最大大大限限限界界界ををを示示示すすすののの    

ががが最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（ VVV
・・・

ooo222mmmaaaxxx）））ででであああるるる ...    

               最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは ,,,       

      ①①①    呼呼呼吸吸吸（（（ rrrssspppiiirrraaattt iiiooonnn）））ににによよよるるる肺肺肺（（（ llluuunnngggsss）））でででのののガガガススス交交交換換換（（（ gggaaasss    eeexxxccchhhaaannngggeee）））ややや心心心    

                     臓臓臓（（（ hhheeeaaarrrttt）））のののポポポンンンプププ作作作用用用    

      ②②②    血血血液液液（（（ bbblllooooooddd）））ののの酸酸酸素素素運運運搬搬搬能能能力力力（（（ oooxxxyyygggeeennn---cccaaarrrrrryyyiiinnnggg   cccaaapppaaaccciii tttyyy）））    

      ③③③    筋筋筋肉肉肉ややや末末末梢梢梢組組組織織織（（（ pppeeerrriiippphhheeerrraaalll    ttt iii ssssssuuueee）））でででののの酸酸酸素素素取取取りりり込込込みみみ能能能力力力    

      ④④④    酵酵酵素素素（（（ eeennnzzzyyymmmeee）））ののの働働働ききき    

なななどどど呼呼呼吸吸吸代代代謝謝謝（（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy）））ににに関関関わわわるるる全全全てててののの機機機能能能ががが総総総合合合ささされれれたたた持持持久久久力力力（（（ eeennnddduuurrraaannnccceee）））   

ののの指指指標標標ででであああるるる ...       

最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの発発発達達達ののの様様様子子子ををを図図図 222222...    年年年齢齢齢ににに伴伴伴ううう最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの発発発達達達ににに示示示    

しししたたた ...       

＜＜＜図図図 222222 ののの解解解説説説＞＞＞    

AAA 群群群：：：小小小学学学生生生ののの頃頃頃 ,,,    身身身体体体づづづくくくりりりののの運運運動動動ををを指指指導導導ささされれれたたた ...       

小小小学学学生生生ののの頃頃頃 ,,,    運運運動動動指指指導導導ををを受受受けけけたたたががが ,,,    発発発達達達ががが小小小さささくくく ,,,    中中中学学学ででで発発発達達達しししててていいい    

                        るるるががが ,,,    高高高校校校ででで運運運動動動ををを中中中止止止しししたたたたたためめめ低低低下下下しししててていいいるるる ...       

BBB 群群群：：：普普普通通通ののの中中中学学学・・・高高高校校校生生生活活活ををを過過過ごごごしししたたた ...       

男男男子子子ののの中中中学学学 111 年年年かかかららら高高高校校校 333 年年年まままでででははは ,,,    緩緩緩やややかかかななな年年年次次次的的的発発発達達達ははは見見見ららられれれるるる                                                    

ががが ,,,    女女女子子子でででははは殆殆殆どどど発発発達達達ががが見見見ららられれれななないいい ...       

CCC 群群群：：：中中中学学学・・・高高高校校校・・・大大大学学学ででで中中中・・・長長長距距距離離離種種種目目目ののの優優優秀秀秀選選選手手手ででであああるるる ...       

陸陸陸上上上優優優秀秀秀選選選手手手ののの最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは ,,,    中中中学学学かかかららら高高高いいいレレレベベベルルルにににああありりり ,,,    高高高校校校    

                        でででさささらららににに発発発達達達しししててて ,,,    大大大学学学でででははは一一一流流流選選選手手手のののレレレベベベルルルににに達達達しししててていいいるるる ...    こここれれれははは ,,,       

単単単なななるるる部部部活活活ででで得得得ららられれれるるる発発発達達達ででではははなななくくく ,,,    激激激しししいいいトトトレレレーーーニニニンンングググののの影影影響響響ににに    

                        よよよるるるももものののででであああるるる ...       

         思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパーーートトト開開開始始始前前前でででははは ,,,    自自自然然然ののの発発発達達達量量量ををを上上上回回回っっっててて最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは    

増増増大大大しししななないいいととといいいううう報報報告告告ががが多多多いいい ...    こここのののここことととははは ,,,    こここののの頃頃頃ののの子子子どどどもももののの心心心臓臓臓ややや肺肺肺ののの重重重量量量    

増増増加加加＜＜＜発発発育育育量量量＞＞＞ももも少少少なななくくく ,,,    筋筋筋肉肉肉ののの酵酵酵素素素活活活性性性（（（ eeennnzzzyyymmmeee   aaacccttt iiivvviii tttyyy）））＜＜＜酸酸酸素素素ののの取取取りりり込込込みみみ    

＞＞＞ややや血血血液液液中中中のののヘヘヘモモモグググロロロビビビンンン濃濃濃度度度（（（ hhheeemmmoooggglllooobbbiiinnn   cccooonnnccceeennntttrrraaattt iiiooonnn）））＜＜＜酸酸酸素素素ののの運運運搬搬搬＞＞＞ももも    

あああまままりりり高高高くくくななないいいたたためめめででであああるるるととと考考考えええららられれれててていいいるるる ...       
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最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは ,,,    PPPHHHVVV 年年年齢齢齢ののの 111 年年年前前前まままでででははは緩緩緩やややかかかににに発発発達達達ししし ,,,    PPPHHHVVV 年年年齢齢齢ををを挟挟挟んんん    

だだだ 222 年年年間間間ににに急急急激激激ななな発発発達達達ををを示示示すすす例例例ががが非非非常常常ににに多多多いいい ...       

思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパーーートトト開開開始始始前前前かかかららら活活活発発発ななな運運運動動動ををを行行行っっったたたこここどどどももも達達達でででははは ,,,    そそそののの時時時ににに    

最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの発発発達達達ははは小小小さささくくくてててももも ,,,    PPPHHHVVV 年年年齢齢齢付付付近近近でででののの増増増大大大ははは ,,,    そそそののの影影影響響響がががこここ    

ののの頃頃頃ににに現現現れれれ ,,,    特特特ににに顕顕顕著著著ででであああるるる ...    

つつつまままりりり ,,,    身身身体体体活活活動動動ののの影影影響響響ははは ,,,    即即即効効効的的的にににははは現現現れれれずずず ,,,    思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパーーートトト開開開始始始後後後ののの    

変変変化化化とととしししててて現現現れれれるるる ...          

   

VVV...    発発発育育育発発発達達達期期期ののの運運運動動動プププロロログググラララムムム    

   111...    運運運動動動トトトレレレーーーニニニンンングググととと年年年齢齢齢    

   発発発育育育発発発達達達期期期にににあああるるる子子子どどどももも達達達ののの運運運動動動指指指導導導でででははは ,,,    発発発育育育発発発達達達段段段階階階（（（ gggrrrooowwwttthhh   aaannnddd   

   dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt    ssstttaaagggeee）））ををを考考考慮慮慮しししてててトトトレレレーーーニニニンンングググ・・・プププロロログググラララムムム（（（ tttrrraaaiiinnniiinnnggg   ppprrrooogggrrraaammm）））    

   ををを作作作成成成しししなななけけけれれればばばななならららななないいい ...       

   子子子どどどももも達達達ののの身身身体体体ははは 222 つつつののの可可可能能能性性性をををもももっっっててていいいるるる ...       

   ①①①    「「「変変変わわわりりりうううるるる」」」ととといいいううう発発発育育育・・・発発発達達達ののの可可可能能能性性性    

   ②②②    「「「変変変えええうううるるる」」」ととといいいううう教教教育育育ののの可可可能能能性性性    

   従従従っっっててて ,,,    「「「子子子どどどももも達達達のののかかからららだだだははは ,,,    変変変えええららられれれるるる」」」ととといいいううう原原原則則則ににに基基基づづづいいいたたた適適適切切切ななな「「「働働働    

   きききかかかけけけ」」」とととしししてててののの運運運動動動ががが必必必要要要ででであああるるる ...       

   こここののの「「「働働働きききかかかけけけ」」」ののの運運運動動動とととしししてててははは ,,,    「「「神神神経経経系系系（（（ nnneeerrrvvvooouuusss    sssyyysssttteeemmm）））」」」「「「呼呼呼吸吸吸循循循環環環系系系    

            （（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   aaannnddd   ccciiirrrcccuuulllaaatttooorrryyy   sssyyysssttteeemmm）））」」」「「「筋筋筋肉肉肉系系系（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   sssyyysssttteeemmm）））」」」ののの自自自然然然ののの発発発達達達    

               過過過程程程（（（ dddeeevvveeelllooopppmmmeeennntttaaalll    ppprrroooccceeessssss）））ににに見見見合合合っっったたたももものののでででなななけけけれれればばばななならららななないいい ...    

   つつつまままりりり ,,,    発発発育育育発発発達達達ににに応応応じじじたたたトトトレレレーーーニニニンンングググ内内内容容容ををを考考考えええるるる重重重要要要ななな時時時期期期がががあああるるる（（（図図図       

               222333...    年年年齢齢齢ににに応応応じじじたたた能能能力力力ののの発発発達達達））） ...          

   ①①①    神神神経経経機機機能能能（（（ nnneeeuuurrrooolllooogggiiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ががが関関関与与与しししたたた「「「上上上手手手ななな身身身のののこここなななししし」」」ははは ,,,    小小小    

児児児期期期    

   ②②②    呼呼呼吸吸吸循循循環環環機機機能能能（（（ cccaaarrrdddiiiooo---rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   fff¥¥¥uuunnncccttt iiiooonnn）））ががが関関関与与与しししたたた「「「ねねねばばばりりり強強強さささ」」」    

                              ははは ,,,    思思思春春春期期期ののの前前前半半半    

   ③③③    筋筋筋機機機能能能（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ががが関関関与与与しししたたた「「「力力力強強強さささ」」」ははは ,,,    思思思春春春期期期後後後半半半    

   こここのののよよようううににに ,,,    こここれれれらららののの機機機能能能ががが最最最ももも発発発達達達すすするるる時時時期期期ににに適適適切切切ななな刺刺刺激激激ををを与与与えええるるるととと ,,,    身身身    

               体体体ははは適適適応応応すすするるる ...       

   まままたたた ,,,    運運運動動動ののの発発発達達達にににつつついいいててて ,,,    ガガガラララヒヒヒュュューーー（（（GGGaaalll lllaaahhhuuueee,,,    111999888222）））ははは ,,,    運運運動動動ははは質質質的的的ににに異異異    

   なななっっったたた 444 つつつののの段段段階階階ををを経経経ててて発発発達達達すすするるるとととしししててていいいるるる（（（図図図 222444...    ガガガラララヒヒヒュュューーーににによよよるるる運運運動動動    

               発発発達達達ののの段段段階階階））） ...       

                  約約約 222 歳歳歳かかかららら 777 歳歳歳ははは ,,,    基基基礎礎礎的的的ななな運運運動動動パパパタタターーーンンンををを習習習得得得すすするるるのののににに最最最ももも適適適しししたたた時時時期期期ででで    
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                  あああるるる ...       

スススポポポーーーツツツににに関関関連連連すすするるる運運運動動動ののの段段段階階階ににに入入入るるるのののははは ,,,    「「「専専専門門門的的的ななな運運運動動動ののの段段段階階階」」」ででであああるるる    

777 歳歳歳ををを過過過ぎぎぎてててかかからららででであああるるる ...       

そそそれれれぞぞぞれれれのののスススポポポーーーツツツににに特特特殊殊殊ななな運運運動動動技技技能能能ををを追追追求求求すすするるるのののははは 111111 歳歳歳過過過ぎぎぎてててかかからららででであああ    

るるる ...       

         222...    動動動作作作のののトトトレレレーーーニニニンンングググ時時時期期期    

   思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパーーートトトががが開開開始始始すすするるる前前前ののの年年年齢齢齢でででははは ,,,    神神神経経経系系系ののの発発発達達達ががが盛盛盛んんんででであああるるるたたた    

   めめめ ,,,    神神神経経経・・・筋筋筋コココンンントトトロロローーールルル系系系（（（ nnneeeuuurrrooo---mmmuuussscccuuulllaaarrr   cccooonnntttrrrooolll    sssyyysssttteeemmm）））のののトトトレレレーーーニニニンンングググががが    

   適適適しししててていいいるるる ...    つつつまままりりり ,,,    思思思春春春期期期スススパパパーーートトト開開開始始始以以以前前前でででははは ,,,    筋筋筋力力力ややや持持持久久久力力力のののトトトレレレーーーニニニ    

   ンンングググははは ,,,    あああまままりりり重重重視視視ささされれれななないいいのののででで ,,,    トトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    神神神経経経・・・筋筋筋コココンンントトトロロローーールルルををを主主主    

   体体体とととしししたたたももものののののの割割割合合合ををを多多多くくくすすするるるここことととががが望望望ままましししいいい ...       

   神神神経経経・・・筋筋筋コココンンントトトロロローーールルル系系系ののの発発発達達達ががが盛盛盛んんんななな 111000 歳歳歳前前前でででははは ,,,    動動動作作作のののイイイメメメーーージジジ    

            （（（mmmooovvveeemmmeeennntttsss    iiimmmaaagggeee）））ををを大大大切切切にににしししたたた動動動きききづづづくくくりりり（（（mmmaaakkkiiinnnggg   ooofff    mmmooovvveeemmmeeennntttsss）））ののの指指指導導導効効効果果果    

               ががが大大大きききいいい ...    特特特ににに ,,,    身身身体体体のののバババララランンンスススををを重重重視視視すすするるるスススポポポーーーツツツでででははは ,,,    こここののの時時時期期期にににおおおけけけるるる    

   動動動作作作づづづくくくりりりのののトトトレレレーーーニニニンンングググががが重重重要要要ででであああるるる ...       

   神神神経経経系系系ににに関関関連連連すすするるるトトトレレレーーーニニニンンングググ効効効果果果ははは ,,,    なななかかかなななかかか現現現れれれななないいいががが ,,,    あああるるる日日日突突突然然然ででで    

   きききるるるよよようううににになななるるるここことととがががあああるるる ...    つつつまままりりり ,,,    トトトレレレーーーニニニンンングググ効効効果果果（（（ tttrrraaaiiinnniiinnnggg   eeefff fffeeecccttt）））ははは ,,,    階階階    

   段段段状状状ににに現現現れれれるるる ...    しししかかかししし ,,,    筋筋筋系系系ややや呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環系系系とととははは異異異なななりりり ,,,    トトトレレレーーーニニニンンングググ効効効果果果ははは ,,,       

   なななかかかなななかかか消消消えええななないいいのののががが特特特徴徴徴ででであああるるる（（（図図図 222555...    トトトレレレーーーニニニンンングググ効効効果果果ののの現現現れれれ方方方ととと消消消えええ    

               方方方））） ...       

   333...    筋筋筋力力力ととと筋筋筋パパパワワワーーーのののトトトレレレーーーニニニンンングググ時時時期期期    

   新新新春春春期期期以以以前前前ののの筋筋筋力力力トトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    筋筋筋力力力ののの発発発達達達ももも ,,,    筋筋筋肥肥肥大大大（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   

   hhhyyypppeeerrrtttrrroooppphhhyyy）））ののの割割割合合合ももも ,,,    あああまままりりり顕顕顕著著著ででではははなななくくく ,,,    静静静的的的筋筋筋力力力（（（ ssstttaaattt iiiccc    ssstttrrreeennngggttthhh）））ににに対対対    

   すすするるるトトトレレレーーーニニニンンングググ効効効果果果ははは殆殆殆どどどななないいいたたためめめ ,,,    筋筋筋力力力トトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    思思思春春春期期期発発発育育育スススパパパ    

   ーーートトト以以以降降降ににに開開開始始始しししててて良良良いいい ...       

   筋筋筋パパパワワワーーーののの発発発揮揮揮にににははは ,,,    速速速筋筋筋線線線維維維ののの発発発達達達ががが密密密接接接ににに関関関連連連しししててていいいるるるのののででで ,,,    速速速筋筋筋線線線    

               維維維ががが未未未発発発達達達ででであああるるる思思思春春春期期期スススパパパーーートトト開開開始始始以以以前前前でででははは ,,,    パパパワワワーーーののの発発発揮揮揮能能能力力力ははは低低低くくく ,,,    トトト    

               レレレーーーニニニンンングググ効効効果果果ももも期期期待待待ででできききななないいい ...       

   つつつまままりりり ,,,    筋筋筋パパパワワワーーー（（（mmmuuussscccllleee    pppooowwweeerrr）））のののトトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    速速速筋筋筋線線線維維維ののの発発発達達達ががが著著著ししし    

               いいい思思思春春春期期期スススパパパーーートトト期期期ににになななささされれれるるるべべべきききででであああるるる ...       

         444...    持持持久久久力力力のののトトトレレレーーーニニニンンングググ時時時期期期    

   思思思春春春期期期スススパパパーーートトト以以以前前前でででははは ,,,    持持持久久久力力力トトトレレレーーーニニニンンングググ（（（ eeennnddduuurrraaannnccceee    tttrrraaaiiinnniiinnnggg）））ををを行行行っっっててて    

   ももも最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの増増増大大大はははあああまままりりり期期期待待待ででできききななないいいががが ,,,    持持持久久久走走走（（（ eeennnddduuurrraaannnccceee    rrruuunnnnnniiinnnggg）））   

   なななどどどのののパパパフフフォォォーーーマママンンンスススははは高高高めめめるるるここことととがががででできききるるる ...       
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   身身身長長長発発発育育育スススパパパーーートトト期期期（（（ PPPHHHVVV）））ををを挟挟挟んんんだだだ 222 年年年間間間ににに最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは ,,,    最最最ももも発発発達達達    

               すすするるるたたためめめ ,,,    持持持久久久力力力トトトレレレーーーニニニンンングググののの効効効果果果ももも大大大きききいいい ...       

   持持持久久久力力力トトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    エエエネネネルルルギギギーーーののの有有有効効効利利利用用用能能能力力力（（（ aaabbbiii lll iii tttyyy   fffooorrr   eeefff fffeeecccttt iiivvveee   

   uuuttt iii lll iiizzzaaattt iiiooonnn）））ををを高高高めめめるるる ...    従従従っっっててて ,,,    エエエネネネルルルギギギーーー出出出力力力（（（ eeennneeerrrgggyyy   ooouuutttpppuuuttt）））ののの最最最大大大能能能力力力（（（最最最    

   大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量）））ををを高高高めめめるるるここことととととと ,,,    エエエネネネルルルギギギーーー利利利用用用（（（ eeennneeerrrgggyyy   uuuttt iii lll iiizzzaaattt iiiooonnn）））ののの効効効率率率ををを    

   高高高めめめるるるここことととががが ,,,    持持持久久久力力力トトトレレレーーーニニニンンングググののの効効効果果果とととしししててて注注注目目目ささされれれるるる ...       

   エエエネネネルルルギギギーーー利利利用用用効効効率率率（（（ eeefff fff iiiccciiieeennncccyyy   fffooorrr   eeennneeerrrgggyyy   uuuttt iii lll iiizzzaaattt iiiooonnn）））ににに関関関わわわるるる能能能力力力にににははは ,,,    動動動作作作    

   そそそのののももものののががが如如如何何何ににに合合合理理理的的的なななももものののででであああるるるかかかととといいいうううエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費（（（ eeennneeerrrgggyyy   

         cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn）））面面面ののの効効効率率率とととエエエネネネルルルギギギーーー発発発生生生（（（ eeennneeerrrgggyyy   gggeeennneeerrraaattt iiiooonnn）））面面面でででののの能能能力力力ががが関関関    

               わわわっっってててくくくるるる ...    つつつまままりりり ,,,    思思思春春春期期期スススパパパーーートトト前前前ででであああっっってててももも動動動作作作ののの合合合理理理性性性（（（ rrraaattt iiiooonnnaaalll iii tttyyy   ooofff       

               ttthhheee   mmmooovvveeemmmeeennnttt）））追追追求求求のののたたためめめのののトトトレレレーーーニニニンンングググににによよよっっっててて ,,,    持持持久久久走走走なななどどどのののパパパフフフォォォーーーマママ    

               ンンンスススををを高高高めめめるるるここことととはははででできききるるる ...       

   555...    ジジジュュュニニニアアア期期期ののの発発発育育育発発発達達達とととスススポポポーーーツツツ・・・トトトレレレーーーニニニンンングググ    

               発発発育育育発発発達達達段段段階階階ににに応応応じじじたたたトトトレレレーーーニニニンンングググををを展展展開開開しししててて行行行くくく中中中ででで ,,,    課課課題題題ががが「「「吸吸吸収収収ししし    

   すすすいいい時時時期期期」」」ととと「「「吸吸吸収収収しししにににくくくいいい時時時期期期」」」とととがががあああるるるたたためめめ ,,,    そそそののの時時時期期期ををを適適適切切切ににに把把把握握握しししたたた    

               指指指導導導ががが重重重要要要ででであああるるる ...    試試試合合合でででののの勝勝勝ちちち負負負けけけににに固固固執執執しししたたた指指指導導導でででははは ,,,    発発発育育育・・・発発発達達達ののの段段段階階階    

               ををを無無無視視視しししたたたトトトレレレーーーニニニンンングググががが進進進めめめららられれれ ,,,    正正正常常常ななな発発発育育育ととと発発発達達達ををを害害害すすするるるここことととににになななるるる ...          

111）））プププレレレ    ---    ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジ（（（ PPPrrreee---GGGooollldddeeennn   AAAgggeee）））とととゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジ（（（GGGooollldddeeennn      

                           AAAgggeee）））にににおおおけけけるるるトトトレレレーーーニニニンンングググ    

   こここののの時時時期期期ははは ,,,    スススポポポーーーツツツののの基基基礎礎礎づづづくくくりりりかかかららら種種種々々々ののの技技技術術術ををを獲獲獲得得得すすするるるのののににに最最最ももも    

   重重重要要要ななな時時時期期期ででであああるるる ...       

         ①①①プププレレレ    ---    ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジ：：： 555,,,    666 歳歳歳かかかららら 888 歳歳歳頃頃頃にににかかかけけけててて    

         ②②②ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジ：：： 999 歳歳歳かかかららら 111222 歳歳歳にににかかかけけけててて    

＜＜＜ 111＞＞＞プププレレレ    ---    ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジ    <<<小小小学学学 111 年年年生生生かかかららら 333 年年年生生生にににかかかけけけててて >>>   

   こここののの時時時期期期ののの特特特徴徴徴：：：神神神経経経系系系ののの発発発達達達ががが著著著しししいいい時時時期期期でででああありりり ,,,    様様様々々々ななな神神神経経経回回回路路路    

         (((nnneeeuuurrraaalll    ccciiirrrcccuuuiii ttt）））ががが張張張りりり巡巡巡らららささされれれるるる（（（図図図 111666,,,    図図図 111777 参参参照照照））） ...       

         「「「運運運動動動浪浪浪費費費」」」：：：そそそののの運運運動動動ととと関関関係係係ななないいい神神神経経経回回回路路路まままででで興興興奮奮奮さささせせせてててしししまままいいい ,,,    目目目的的的    

                                                                     ににに合合合わわわななないいい動動動きききががが出出出てててしししまままうううこここととと    

   「「「随随随伴伴伴運運運動動動：：： cccooonnncccooommmiii tttaaannnttt    mmmooovvveeemmmeeennnttt」」」：：：「「「運運運動動動浪浪浪費費費」」」ににによよよるるる余余余分分分ななな動動動作作作のののこここ    

                                                                     ととと    

   「「「運運運動動動衝衝衝動動動：：：kkkiiinnneeettt iiiccc    dddrrriiivvveee」」」：：：自自自然然然ななな欲欲欲求求求とととしししててて興興興味味味がががどどどんんんどどどんんん移移移りりり ,,,    集集集中中中    

                                                                     力力力（（（ cccooonnnccceeennntttrrraaattt iiiooonnn）））ががが継継継続続続しししななないいい特特特徴徴徴ののの時時時期期期ででであああるるる ...    そそそのののたたた    

                                                                     めめめ ,,,    多多多種種種多多多様様様ななな刺刺刺激激激ををを求求求めめめててておおおりりり ,,,    動動動いいいててていいいななないいいととと気気気ががが済済済    

                                                                     まままななないいい状状状態態態のののここことととををを云云云ううう ...    888 歳歳歳頃頃頃にににははは徐徐徐々々々にににこここれれれらららののの特特特徴徴徴    
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                                                                     はははみみみららられれれなななくくくなななるるる ...       

   ●●●プププレレレ    ---    ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジのののトトトレレレーーーニニニンンングググ    

   集集集中中中力力力ががが持持持続続続しししななないいいこここののの年年年齢齢齢段段段階階階ののの特特特徴徴徴かかかららら ,,,    多多多種種種多多多様様様なななトトトレレレーーーニニニ    

                                 ンンングググ内内内容容容ををを準準準備備備しししててておおおくくく必必必要要要がががあああるるる ...    こここののの年年年齢齢齢段段段階階階ののの特特特徴徴徴とととしししててて ,,,       

                                 スススポポポーーーツツツ種種種目目目ののの基基基礎礎礎技技技術術術ををを繰繰繰りりり返返返ししし反反反復復復練練練習習習さささせせせるるるここことととががが重重重要要要ででであああ    

                                 るるる ...    しししかかかししし ,,,    こここののの年年年齢齢齢段段段階階階でででははは ,,,    スススポポポーーーツツツ種種種目目目そそそのののももものののののの技技技術術術にににこここだだだ    

                                 わわわるるるここことととなななくくく ,,,    様様様々々々ななな遊遊遊びびびををを通通通しししててて ,,,    各各各種種種スススポポポーーーツツツ種種種目目目にににとととっっっててて必必必要要要ににに    

                                 なななるるる基基基本本本的的的ななな動動動きききををを獲獲獲得得得しししててておおおくくくここことととももも重重重要要要ででであああるるる ...       

   ●●●ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジ＜＜＜ 999 歳歳歳かかかららら 111222 歳歳歳にににかかかけけけててて >>>小小小学学学校校校 444 年年年かかかららら中中中学学学 111 年年年ににに    

   かかかけけけてててこここののの時時時期期期ののの特特特徴徴徴＞＞＞：：：「「「運運運動動動浪浪浪費費費」」」ややや「「「運運運動動動衝衝衝動動動」」」ががが消消消えええててて ,,,    目目目的的的ににに    

                                 合合合わわわせせせててて身身身体体体ををを動動動かかかせせせるるるよよようううににになななりりり ,,,    上上上手手手ににに動動動かかかせせせるるるだだだけけけでででなななくくく ,,,    そそそ    

                                 れれれぞぞぞれれれののの動動動きききをををコココンンントトトロロローーールルルででできききるるるよよようううににになななるるる ...       

「「「即即即座座座ののの習習習得得得：：： iiimmmmmmeeedddiiiaaattteee    aaacccqqquuuiiisss iii ttt iiiooonnn」」」：：：新新新しししいいい動動動きききををを何何何度度度かかか見見見たたただだだけけけででですすす    

                                 ぐぐぐににに身身身にににつつつけけけるるるここことととがががででできききるるるこここととと ...       

   こここののの時時時期期期にににスススポポポーーーツツツににに関関関わわわるるる多多多くくくののの動動動きききががが覚覚覚えええららられれれ ,,,    こここののの時時時期期期ににに覚覚覚えええ    

                                 たたた動動動きききははは一一一生生生忘忘忘れれれななないいい ...    身身身長長長ややや体体体重重重なななどどど形形形態態態的的的（（（mmmooorrrppphhhooolllooogggiiicccaaalll）））ななな面面面ででで ,,,       

                                 かかからららだだだのののプププロロロポポポーーーシシショョョンンンももも非非非常常常にににバババララランンンスススがががとととれれれ ,,,    動動動きききののの習習習得得得にににははは最最最    

                                 高高高ののの時時時期期期ととと云云云えええるるる ...       

   ●●●ゴゴゴーーールルルデデデンンン    エエエイイイジジジのののトトトレレレーーーニニニンンングググ    

   あああるるる特特特定定定のののスススポポポーーーツツツ種種種目目目だだだけけけををを行行行うううここことととよよよりりりももも ,,,    幅幅幅広広広くくく運運運動動動経経経験験験    

                              （（（ eeexxxeeerrrccciii ssseee    eeexxxpppeeerrriiieeennnccceee）））ををを積積積むむむたたためめめにににももも ,,,    種種種々々々のののスススポポポーーーツツツ種種種目目目（（（ ssspppooorrrttt    eeevvveeennnttt）））   

                                 ををを経経経験験験しししててておおおくくくここことととががが重重重要要要ででであああるるる ...       

「「「時時時期期期ををを得得得たたた専専専門門門化化化」」」：：：体体体操操操競競競技技技（（（ gggyyymmmnnnaaasssttt iiicccsss）））やややフフフィィィギギギアアアスススケケケーーートトト    

                              （（（ fff iiiggguuurrreee    ssskkkaaattt iiinnnggg））） ,,,    卓卓卓球球球（（（ tttaaabbbllleee    ttteeennnnnniiisss）））ととといいいっっったたた種種種目目目ははは ,,,    基基基礎礎礎ををを養養養成成成ししし    

                                 たたた上上上ででで他他他ののの種種種目目目よよよりりり早早早いいい段段段階階階でででののの専専専門門門化化化（（（ ssspppeeeccciiiaaalll iiizzzaaattt iiiooonnn）））ももも必必必要要要ででであああ    

                                 るるる ...    こここののの時時時期期期 ,,,    体体体力力力面面面（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    aaassspppeeecccttt）））でででははは持持持久久久的的的なななトトトレレレーーーニニニンンングググ効効効    

                                 果果果ががが得得得ららられれれやややすすすいいい時時時期期期なななのののででで ,,,    適適適正正正ななな持持持続続続時時時間間間（（（ ddduuurrraaattt iiiooonnn）））でででののの持持持久久久    

                                 力力力トトトレレレーーーニニニンンングググ（（（ eeennnddduuurrraaannnccceee    tttrrraaaiiinnniiinnnggg）））ををを行行行ううう必必必要要要もももあああるるる ...       

222))) ...    中中中学学学校校校期期期（（（ 111333 歳歳歳）））以以以降降降のののトトトレレレーーーニニニンンングググ    

   発発発育育育発発発達達達のののスススパパパーーートトトををを迎迎迎えええるるるこここののの時時時期期期ははは ,,,    身身身体体体的的的ななな発発発達達達ががが急急急激激激ででであああるるる    

   ここことととととと ,,,    動動動きききををを感感感情情情（（（ eeemmmooottt iiiooonnn）））ででで理理理解解解せせせずずずににに ,,,    理理理性性性的的的（（（ rrraaattt iiiooonnnaaalll）））ににに理理理解解解    

   しししよよようううとととすすするるるたたためめめ ,,,    「「「即即即座座座ののの習習習得得得」」」ももも見見見ららられれれなななくくくなななるるる ...    従従従っっっててて ,,,    こここののの時時時    

   期期期ははは ,,,    こここれれれまままでででににに獲獲獲得得得しししたたた技技技術術術ををを維維維持持持すすするるるここことととととと ,,,    そそそののの動動動きききののの質質質ををを高高高めめめ    

   るるる努努努力力力ががが重重重要要要ででであああるるる ...       
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   まままたたた ,,,    理理理性性性的的的ににに理理理解解解しししよよようううとととすすするるる特特特徴徴徴ををを生生生かかかしししててて ,,,    技技技術術術ややや戦戦戦略略略ににに関関関すすするるる    

   問問問題題題ににに注注注意意意ををを向向向けけけさささせせせるるるここことととももも重重重要要要でででああありりり ,,,    「「「考考考えええななながががららら練練練習習習すすするるる」」」ととと    

   いいいううう習習習慣慣慣（（（ hhhaaabbbiii tttuuuaaattt iiiooonnn）））づづづけけけががが重重重要要要ででであああるるる ...    特特特ににに ,,,    体体体力力力面面面（（（ ppphhhyyysss iii cccaaalll    aaassspppeeecccttt）））   

   でででははは ,,,    男男男性性性ホホホルルルモモモンンン（（（ aaannndddrrrooogggeeennn）））ののの分分分泌泌泌ででで ,,,    筋筋筋力力力（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   ssstttrrreeennngggttthhh）））特特特    

   ににに速速速筋筋筋線線線維維維ののの発発発達達達ががが進進進むむむのののででで ,,,    動動動きききををを「「「よよよりりり速速速くくく」」」「「「よよよりりり強強強くくく」」」ととといいいっっっ    

   たたたトトトレレレーーーニニニンンングググががが有有有効効効ででであああるるる ...       

                  333))) ...    111555   –––   111666 歳歳歳頃頃頃以以以降降降のののトトトレレレーーーニニニンンングググ    

   発発発育育育スススパパパーーートトトががが終終終わわわりりり ,,,    成成成人人人ののの体体体型型型（（（ bbbooodddyyy   ssshhhaaapppeee）））ににに近近近づづづくくく時時時期期期ででで ,,,    短短短時時時    

   間間間にににパパパワワワーーーををを引引引ききき出出出すすす能能能力力力ややや無無無酸酸酸素素素性性性能能能力力力（（（ aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc    cccaaapppaaaccciii tttyyy）））ののの高高高まままるるる    

   時時時期期期ででであああるるる ...    トトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    専専専門門門的的的（（（ ttteeeccchhhnnniiicccaaalll）））ななな技技技術術術（（（ ttteeeccchhhnnniiiqqquuueee）））ややや    

   専専専門門門的的的ななな体体体力力力トトトレレレーーーニニニンンングググ（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    tttrrraaaiiinnniiinnnggg）））ががが中中中心心心ののの内内内容容容とととなななるるる ...       

   

VVVIII ...    発発発育育育発発発達達達期期期ののの心心心理理理的的的特特特徴徴徴    

   111...    心心心理理理的的的発発発達達達ののの特特特徴徴徴    

111))) ...    幼幼幼児児児期期期（（（小小小児児児期期期前前前期期期：：：111   –––   555 歳歳歳）））：：：精精精神神神ののの働働働きききははは情情情緒緒緒中中中心心心（（（情情情緒緒緒性性性：：：eeemmmooottt iiiooonnnaaalll       

                           aaassspppeeecccttt）））でででああありりり ,,,    自自自他他他（（（ ooonnneeessseeelll fff    aaannnddd   ooottthhheeerrrsss）））ががが未未未分分分化化化なななたたためめめ社社社会会会性性性ががが貧貧貧弱弱弱（（（自自自    

   己己己中中中心心心性性性：：： eeegggoooccceeennntttrrriiisssmmm）））ででで ,,,    具具具体体体的的的ななな物物物ややや具具具体体体的的的ななな行行行動動動（（（ bbbeeehhhaaavvviiiooorrr）））かかかららら離離離    

                           れれれててて物物物事事事ががが考考考えええららられれれななないいい特特特徴徴徴をををもももつつつ ...       

222)))    児児児童童童期期期（（（小小小児児児期期期中中中期期期：：：666   –––   999 歳歳歳）））：：：色色色々々々ななな活活活動動動へへへののの参参参加加加志志志向向向ががが強強強まままりりり ,,,    課課課題題題意意意    

                           識識識（（（ rrreeecccooogggnnniii ttt iiiooonnn   ooofff    iii ssssssuuueeesss）））ももも明明明確確確ににになななるるる ...    人人人間間間関関関係係係（（（ hhhuuummmaaannn   rrreeelllaaattt iiiooonnnsss）））ははは基基基本本本    

                           的的的ににに相相相互互互依依依存存存性性性（（（ iiinnnttteeerrrdddeeepppeeennndddeeennncccyyy）））ががが強強強いいい ...    しししかかかししし ,,,    人人人間間間関関関係係係ははは等等等質質質的的的・・・水水水    

                           平平平的的的ででではははあああるるるががが ,,,    集集集団団団ののの中中中でででののの上上上下下下関関関係係係ももも出出出来来来始始始めめめるるる ...       

小小小学学学校校校高高高学学学年年年ににになななるるるととと ,,,    批批批判判判精精精神神神（（（ cccrrriii ttt iiicccaaalll    ssspppiiirrriii ttt）））ももも芽芽芽生生生えええてててくくくるるる ...    周周周りりりののの

影影影響響響ををを受受受けけけやややすすすいいい（（（他他他律律律的的的：：：hhheeettteeerrrooonnnooommmooouuusss lllyyy）））のののででで ,,,    競競競争争争なななどどどににに負負負けけけるるるととと強強強

いいい無無無力力力感感感（（（ iiinnneeefff fffeeecccttt iiivvveeennneeessssss）））をををもももちちちやややすすすいいい ...       

思思思考考考（（（ cccooonnnsss iiidddeeerrraaattt iiiooonnn）））ははは ,,,    まままだだだ自自自己己己中中中心心心性性性ももも残残残っっっててていいいるるるががが ,,,    徐徐徐 々々々ににに論論論理理理的的的

（（（ lllooogggiiicccaaalll）））ににになななりりり ,,,    抽抽抽象象象的的的推推推理理理（（（ aaabbbssstttrrraaacccttt    iiinnnfffeeerrreeennnccceee）））ももも可可可能能能ににになななるるる ...       

333)))    思思思春春春期期期：：：性性性へへへののの関関関心心心（（（ ssseeexxxuuuaaalll iii tttyyy）））ががが強強強くくくなななりりり ,,,    自自自分分分ののの心心心ののの内内内面面面（（（自自自我我我：：： ooonnneee’’’sss       

                           ssseeelll fff）））へへへののの関関関心心心ががが高高高まままりりり ,,,    第第第 222 次次次性性性徴徴徴（（（ ssseeecccooonnndddaaarrryyy   ssseeexxxuuuaaalll    ccchhhaaarrraaacccttteeerrriiisssttt iiiccc）））ににに伴伴伴    

                        うううかかからららだだだののの変変変化化化とととももも重重重なななっっっててて心心心身身身共共共（（（ bbbooottthhh   mmmiiinnnddd   aaannnddd   bbbooodddyyy）））ににに不不不安安安定定定ににになななりりり    

                        やややすすすくくく ,,,       

孤孤孤独独独感感感（（（ lllooonnneeelll iiinnneeessssss）））ややや劣劣劣等等等感感感（（（ iiinnnfffeeerrriiiooorrriii tttyyy   cccooommmpppllleeexxx）））をををもももっっったたたりりり ,,,    逆逆逆ににに過過過度度度ななな    

自自自信信信（（（ ooovvveeerrrcccooonnnfff iiidddeeennnccceee）））をををもももっっったたたりりりすすするるる悩悩悩みみみ多多多ききき時時時期期期ででであああるるる ...       

444)))    青青青年年年期期期：：：自自自我我我ににに目目目覚覚覚めめめ「「「自自自分分分探探探ししし」」」「「「生生生きききるるる目目目的的的」」」「「「理理理想想想（（（ iiidddeeeaaalll）））」」」なななどどどににに想想想    
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   いいいをををめめめぐぐぐらららせせせ ,,,    強強強いいい自自自律律律欲欲欲求求求（（（ aaauuutttooonnnooommmyyy   dddeeesss iiirrreee）））ととと自自自己己己主主主張張張（（（ ssseeelll fff ---aaasssssseeerrrttt iiiooonnn）））,,,       

                           大大大人人人ににに対対対すすするるる反反反抗抗抗（（（ oooppppppooosss iii ttt iiiooonnn））） ,,,    自自自分分分自自自身身身ののの価価価値値値観観観（（（ ssseeennnssseee    ooofff    vvvaaallluuueeesss）））ののの形形形    

                           成成成なななどどどがががみみみららられれれるるる ...    大大大人人人ととと同同同じじじよよようううににに純純純粋粋粋ににに抽抽抽象象象的的的（（（ aaabbbssstttrrraaacccttt）））論論論理理理的的的ななな思思思    

   考考考をををすすするるるここことととがががででできききるるるよよようううににになななりりり ,,,    因因因果果果関関関係係係（（（ cccaaauuusssaaalll    rrreeelllaaattt iiiooonnnssshhhiiippp）））にににつつついいいててて    

                           ののの論論論理理理的的的思思思考考考（（（ lllooogggiiicccaaalll    ttthhhiiinnnkkkiiinnnggg）））ももも可可可能能能ににになななるるる ...       

         222...    運運運動動動ととと人人人格格格的的的発発発達達達    

   運運運動動動ととと関関関係係係ののの深深深いいい人人人格格格的的的発発発達達達とととしししててて「「「自自自己己己概概概念念念（（（ ssseeelll fff ---cccooonnnccceeepppttt）））」」」がががあああるるる ...    「「「自自自    

   己己己概概概念念念」」」とととははは ,,,    自自自分分分がががどどどのののよよようううななな人人人間間間ででであああるるるかかかととといいいううう「「「自自自分分分自自自身身身にににつつついいいてててのののイイイ    

   メメメーーージジジ」」」のののここことととででで ,,,    そそそののの人人人ののの行行行動動動ををを大大大きききくくく左左左右右右すすするるる ...       

   「「「自自自己己己概概概念念念」」」ははは ,,,       

乳乳乳児児児期期期：：：自自自分分分のののかかからららだだだとととそそそれれれ以以以外外外のののももものののとととををを区区区別別別すすするるる「「「身身身体体体的的的自自自己己己」」」とととしししててて    

あああらららわわわれれれるるる ...       

幼幼幼児児児期期期：：：運運運動動動的的的領領領域域域（（（ kkkiiinnneeemmmaaattt iiiccc    dddooommmaaaiiinnn））） ,,,    認認認知知知的的的領領領域域域（（（ cccooogggnnniii ttt iiivvveee   dddooommmaaaiiinnn）））    

＜＜＜読読読みみみ書書書ききき＞＞＞ ,,,    社社社会会会的的的領領領域域域（（（ sssoooccciiiaaalll    dddooommmaaaiiinnn）））＜＜＜受受受容容容感感感＞＞＞なななどどどににに分分分化化化ししし    

始始始めめめるるる ...       

児児児童童童期期期：：：情情情緒緒緒的的的領領領域域域（（（ eeemmmooottt iiiooonnnaaalll    dddooommmaaaiiinnn）））ががが加加加わわわるるる ...       

青青青年年年期期期：：：道道道徳徳徳的的的（（（mmmooorrraaalll    dddooommmaaaiiinnn））） ,,,    職職職業業業的的的領領領域域域（（（ oooccccccuuupppaaattt iiiooonnnaaalll    dddooommmaaaiiinnn）））ががが加加加わわわ    

るるる ...       

      幼幼幼児児児期期期ととと児児児童童童期期期ははは ,,,    自自自己己己概概概念念念ををを構構構成成成すすするるる領領領域域域ががが単単単純純純なななたたためめめ ,,,    運運運動動動ががが「「「ででできききたたた」」」   

   「「「やややっっったたた」」」ととといいいううう達達達成成成経経経験験験（（（ ssseeennnssseee    ooofff    aaaccccccooommmppplll iii ssshhhmmmeeennnttt）））ををを積積積んんんだだだ子子子どどどもももははは ,,,    「「「自自自    

                  分分分はははやややれれればばばででできききるるる」」」ととといいいううう「「「運運運動動動有有有能能能感感感（（（ ssseeennnssseee    ooofff    cccaaapppaaabbbiii lll iii tttyyy）））」」」ををを持持持つつつよよようううにににななな    

                  るるる ...       

      そそそののの結結結果果果 ,,,    運運運動動動好好好ききき（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee---mmmiiinnndddeeeddd）））ににになななるるるととと共共共ににに ,,,    行行行動動動面面面でででももも高高高いいい積積積極極極性性性    

   （（（ pppooosss iii ttt iiivvveeennneeessssss）））ややや協協協調調調性性性（（（ cccoooooopppeeerrraaattt iiivvveeennneeessssss）））ををを示示示すすすよよようううににになななるるる ...    しししかかかししし ,,,    頑頑頑張張張っっっ    

                  てててももも上上上達達達しししなななかかかっっったたたりりり ,,,    負負負けけけたたたりりりととといいいううう経経経験験験ををを繰繰繰りりり返返返すすすととと ,,,    自自自分分分はははダダダメメメななな人人人    

                  間間間だだだととといいいううう「「「運運運動動動無無無力力力感感感：：： iiimmmpppooorrrtttaaannnttt    fffeeeeeelll iiinnnggg」」」をををもももつつつよよようううににになななるるる ...       

そそそののの結結結果果果 ,,,    運運運動動動嫌嫌嫌いいい（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee---dddiiisss lll iiikkkeee）））ににになななるるるだだだけけけでででなななくくく ,,,    劣劣劣等等等感感感（（（ iiinnnfffeeerrriiiooorrriii tttyyy   

      cccooommmpppllleeexxx）））ががが強強強くくく ,,,    消消消極極極的的的（（（ nnneeegggaaattt iiivvveee）））ににになななるるる（（（図図図 222666...    運運運動動動経経経験験験ととと自自自己己己概概概念念念ののの関関関    

                  係係係））） ...       

こここののの時時時期期期ににに形形形成成成ささされれれたたた強強強いいい運運運動動動無無無力力力感感感ははは ,,,    成成成人人人ににになななっっってててかかかららら運運運動動動参参参加加加ををを大大大ききき    

      くくく阻阻阻害害害すすするるるここことととががが明明明らららかかかにににささされれれててていいいるるる ...       

      児児児童童童期期期ははは ...    まままだだだ ,,,    「「「能能能力力力（（（ aaabbbiii lll iii tttyyy）））」」」ととと「「「努努努力力力（（（ eeefff fffooorrrttt）））」」」ののの概概概念念念ががが分分分化化化しししててていいいななな    

                  いいいたたためめめ ,,,    努努努力力力ののの評評評価価価ははは ,,,    能能能力力力ののの評評評価価価ととと同同同じじじ意意意味味味をををもももつつつ ...    即即即ちちち ,,,    努努努力力力ややや過過過程程程    

               （（（ ppprrroooccceeessssss）））ををを重重重視視視すすするるる指指指導導導のののもももとととでででははは ,,,    努努努力力力ががが認認認めめめららられれれるるるととと ,,,    能能能力力力ががが評評評価価価ささされれれ    
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                  たたたのののととと同同同じじじににになななりりり ,,,    下下下手手手でででももも有有有能能能感感感ははは高高高まままるるる ...       

幼幼幼児児児期期期ややや児児児童童童期期期でででははは ,,,    指指指導導導者者者ののの価価価値値値観観観（（（ ssseeennnssseee    ooofff    vvvaaallluuueeesss）））をををそそそのののまままままま受受受けけけ入入入れれれるるる    

      傾傾傾向向向ががが強強強くくく ,,,    まままたたた ,,,    集集集団団団意意意識識識（（（ gggrrrooouuuppp   cccooonnnsssccciiiooouuusssnnneeessssss）））ががが急急急激激激ににに発発発達達達しししててて仲仲仲間間間ののの影影影    

                  響響響力力力（（（ iiinnnfff llluuueeennnccceee）））ががが強強強くくくなななるるる時時時期期期でででもももあああるるる ...       

青青青年年年期期期ににになななるるるととと ,,,    自自自我我我ににに目目目覚覚覚めめめててて自自自分分分自自自身身身ののの価価価値値値観観観ががが形形形成成成ささされれれ ,,,    仲仲仲間間間ののの影影影響響響    

                  ををを受受受けけけななながががらららももも ,,,    自自自分分分のののやややりりりたたたいいいここことととををを自自自分分分ののの意意意志志志（（（ ooonnneee’’’sss    iiinnnttteeennnttt iiiooonnn）））ででできききめめめららら    

                  れれれるるるよよようううににになななるるる ...       

以以以上上上のののよよようううななな ,,,    こここここころろろののの発発発達達達ををを総総総合合合的的的ににに捉捉捉えええるるるととと ,,,    勝勝勝つつつここことととににに高高高いいい価価価値値値観観観ををを    

                  置置置くくく競競競技技技スススポポポーーーツツツへへへののの関関関わわわりりりははは ,,,    青青青年年年期期期ににになななっっってててかかからららががが望望望ままましししいいいととと云云云えええるるる ...       

         333...    心心心理理理学学学的的的にににみみみたたた幼幼幼児児児期期期ととと児児児童童童期期期ののの運運運動動動発発発達達達    

   幼幼幼児児児期期期ととと児児児童童童期期期ののの運運運動動動コココンンントトトロロローーールルル能能能力力力ののの発発発達達達ははは ,,,    基基基礎礎礎的的的運運運動動動パパパタタターーーンンン    

（（（ fffuuunnndddaaammmeeennntttaaalll    mmmooovvveeemmmeeennnttt    pppaaatttttteeerrrnnn）））（（（図図図 222777...    基基基礎礎礎的的的運運運動動動パパパタタターーーンンンののの例例例）））ののの習習習得得得ととといいい    

               うううかかかたたたちちちででで現現現れれれるるる ...    人人人間間間ははは ,,,    888000 ををを越越越えええるるる基基基礎礎礎的的的運運運動動動パパパタタターーーンンンをををもももつつつががが ,,,    666 歳歳歳~~~ 777   

               歳歳歳頃頃頃まままでででににに全全全てててののの基基基礎礎礎的的的運運運動動動パパパタタターーーンンンををを習習習得得得すすするるるととと云云云わわわれれれててていいいるるる ...    こここののの時時時期期期ののの    

               運運運動動動発発発達達達（（（mmmooovvveeemmmeeennnttt    dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））にににとととっっっててて非非非常常常ににに重重重要要要なななのののががが ,,,    経経経験験験すすするるる運運運動動動ののの    

               多多多様様様性性性（（（ dddiiivvveeerrrsss iii tttyyy）））でででああありりり ,,,    同同同じじじ動動動きききををを繰繰繰りりり返返返すすすよよよりりり ,,,    色色色々々々変変変化化化をををつつつけけけたたた動動動きききををを    

               経経経験験験すすするるる方方方ががが学学学習習習効効効果果果（（（ llleeeaaarrrnnniiinnnggg   eeefff fffeeecccttt）））ははは高高高くくくなななるるる（（（多多多様様様性性性練練練習習習効効効果果果：：：dddiiivvveeerrrsss iii tttyyy      

               ppprrraaacccttt iiiccceee    eeefff fffeeecccttt））） ...    こここののの多多多様様様ななな刺刺刺激激激ややや経経経験験験ははは ,,,    運運運動動動発発発達達達だだだけけけでででなななくくく ,,,    知知知覚覚覚    

            （（（ pppeeerrrccceeepppttt iiiooonnn）））ややや知知知的的的発発発達達達（（（mmmeeennntttaaalll    dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））にににつつついいいてててももも指指指摘摘摘ささされれれててていいいるるる ...       

               基基基礎礎礎的的的運運運動動動パパパタタターーーンンンとととははは ,,,    人人人間間間ののの運運運動動動ににに共共共通通通ににに見見見ららられれれるるる時時時間間間的的的・・・空空空間間間的的的ににに組組組織織織    

               化化化ささされれれたたた運運運動動動様様様式式式のののここことととででであああるるる ...    

   発発発達達達ははは ,,,    年年年齢齢齢ににに伴伴伴っっっててて進進進歩歩歩向向向上上上ししし ,,,    老老老化化化ににによよよっっっててて衰衰衰退退退（（（ dddeeeccclll iiinnneee）））すすするるる機機機能能能面面面    

         （（（ fffuuunnncccttt iiiooonnnaaalll    aaassspppeeecccttt）））ののの変変変化化化ををを量量量的的的ににに捉捉捉えええてててきききたたた ...    しししかかかししし ,,,    量量量的的的ななな減減減少少少ややや衰衰衰退退退的的的変変変    

               化化化（（（ ccchhhaaannngggeee   ooofff    dddeeeccclll iiinnniiinnnggg）））ははは ,,,    乳乳乳幼幼幼児児児期期期ややや児児児童童童期期期かかからららももも起起起こここるるるししし ,,,    中中中高高高年年年    

            （（（mmmiiiddddddllleee---aaagggeee）））ににになななっっってててももも量量量的的的増増増加加加（（（ iiinnncccrrreeeaaassseee    iiinnn   qqquuuaaannnttt iii tttyyy）））ややや進進進歩歩歩的的的変変変化化化（（（ ppprrrooogggrrreeessssss iiivvveee      

               ccchhhaaannngggeee）））ががが起起起きききるるるここことととかかかららら ,,,    進進進歩歩歩ややや衰衰衰退退退ははは一一一生生生（（（ lll iii fffeeettt iiimmmeee）））ををを通通通じじじててて同同同時時時ににに平平平行行行    

               しししててて起起起こここっっっ    

               ててていいいるるる ...    つつつまままりりり ,,,    人人人間間間ののの能能能力力力ややや行行行動動動（（（ bbbeeehhhaaavvviiiooorrr）））ははは ,,,    誕誕誕生生生かかかららら死死死ににに至至至るるるまままででで ,,,    様様様々々々    

               ななな時時時点点点ででで発発発達達達・・・向向向上上上（（（ aaadddvvvaaannnccceeemmmeeennnttt）））ししし ,,,    停停停滞滞滞（（（ ssstttaaagggnnnaaattt iiiooonnn）））・・・衰衰衰退退退すすするるる（（（発発発達達達ののの    

               複複複合合合性性性：：：cccooommmpppooosss iii ttteeennneeessssss    ooofff    dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt）））（（（図図図 222888...    従従従来来来ののの発発発達達達ののの捉捉捉えええ方方方ととと発発発達達達ののの複複複合合合    

               性性性かかかららら生生生じじじるるる質質質的的的変変変化化化ととと捉捉捉えええるるる生生生涯涯涯発発発達達達））） ...       

   発発発達達達ををを量量量的的的変変変化化化ととと捉捉捉えええるるる伝伝伝統統統的的的ななな発発発達達達観観観ににに対対対しししててて ,,,    生生生涯涯涯発発発達達達でででははは発発発達達達ののの本本本質質質ををを    

   発発発達達達ののの複複複合合合性性性かかかららら生生生じじじるるる質質質的的的変変変化化化ととと捉捉捉えええるるる ...       

   幼幼幼児児児期期期かかかららら児児児童童童期期期前前前半半半（（（児児児童童童期期期）））まままでででははは ,,,    子子子どどどももも達達達ががが自自自発発発的的的ななな興興興味味味（（（ iiinnnttteeerrreeesssttt）））    
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   ややや関関関心心心（（（ cccooonnnccceeerrrnnn）））ににに基基基づづづいいいててて自自自分分分ででで工工工夫夫夫しししててて様様様々々々ななな運運運動動動をををしししたたたくくくなななるるるよよようううななな環環環    

               境境境（（（ eeennnvvviiirrrooonnnmmmeeennnttt）））ををを整整整えええるるるととといいいううう運運運動動動指指指導導導ががが中中中心心心ににになななるるるべべべきききででであああろろろううう ...       

   

VVVIIIIII ...    発発発育育育発発発達達達期期期ににに多多多いいい外外外傷傷傷ややや病病病気気気    

   111...    ジジジュュュニニニアアア・・・スススポポポーーーツツツででで起起起こここりりりやややすすすいいいケケケガガガ    

   スススポポポーーーツツツ中中中ににに起起起こここるるるケケケガガガははは ,,,    発発発生生生部部部位位位（（（ ttthhheee   aaarrreeeaaa   wwwhhheeerrreee    iii ttt    ssstttaaarrrttteeeddd）））（（（膝膝膝：：： kkknnneeeeee・・・    

   足足足関関関節節節：：： aaannnkkkllleee    jjjoooiiinnnttt なななどどど））） ,,,    損損損傷傷傷成成成分分分（（（ dddaaammmaaagggeee   iiinnngggrrreeedddiiieeennnttt）））（（（筋筋筋肉肉肉・・・骨骨骨なななどどど））） ,,,    急急急    

   ににに発発発生生生しししたたたかかか ,,,    徐徐徐々々々ににに進進進んんんだだだかかか（（（急急急性性性：：： aaacccuuuttteee ,,,    慢慢慢性性性：：： ccchhhrrrooonnniiiccc）））なななどどどででで分分分類類類ささされれれ    

               るるる ...       

      111)))    発発発育育育発発発達達達期期期ののの身身身体体体的的的特特特徴徴徴とととケケケガガガ    

      発発発育育育期期期のののかかからららだだだにににははは ,,,    発発発育育育完完完了了了後後後のののかかかたたただだだとととははは異異異なななるるる特特特徴徴徴がががあああるるる ...       

①①①骨骨骨にににははは発発発育育育ををを引引引ききき起起起こここすすす成成成長長長軟軟軟骨骨骨（（（ aaauuuxxxoootttooonnniiiccc    gggrrriii sssttt llleee）））（（（骨骨骨端端端線線線：：：）））がががあああるるる：：：   

      長長長管管管骨骨骨（（（ lllooonnnggg   bbbooonnneee）））にににははは ,,,    先先先端端端近近近くくくににに成成成長長長軟軟軟骨骨骨層層層がががああありりり ,,,    こここののの部部部分分分ででで活活活発発発    

                              ににに新新新しししいいい骨骨骨がががつつつくくくららられれれ ,,,    骨骨骨ががが伸伸伸びびびててていいいくくくががが ,,,    軟軟軟骨骨骨層層層がががあああるるるたたためめめ強強強いいい力力力ががが    

                              加加加わわわっっったたたとととききき ,,,    こここののの場場場所所所でででケケケガガガををを起起起こここしししやややすすすいいい（（（図図図 222999...    発発発育育育中中中ののの骨骨骨））） ...       

②②②発発発育育育のののスススピピピーーードドドががが組組組織織織ににによよよっっっててて異異異なななるるる：：：例例例えええばばば ,,,    骨骨骨ががが活活活発発発ににに伸伸伸びびびるるる時時時 ,,,    筋筋筋    

      ははは後後後ををを追追追うううよよようううににに発発発育育育すすするるるたたためめめ ,,,    骨骨骨ののの伸伸伸びびびががが活活活発発発なななととときききははは ,,,    筋筋筋ががが引引引っっっ張張張    

                              ららられれれててて硬硬硬くくくなななるるる（（（図図図 333000...    骨骨骨ととと筋筋筋・・・腱腱腱ののの発発発育育育））） ...       

③③③発発発育育育のののスススピピピーーードドドややや発発発育育育ののの時時時期期期にににははは大大大きききななな個個個人人人差差差がががあああるるる：：：発発発育育育ののの大大大きききななな時時時    

                              期期期ははは ,,,    男男男児児児よよよりりり女女女児児児ののの方方方ががが早早早いいい ...    まままたたた ,,,    発発発育育育ののの早早早いいい子子子ととと遅遅遅いいい子子子ののの体体体格格格差差差    

   （（（ dddiii fff fffrrreeennnccceee    iiinnn   ppphhhyyysss iiiqqquuueee）））ががが目目目立立立つつつ時時時期期期でででもももああありりり ,,,    体体体格格格ののの個個個人人人差差差がががケケケガガガののの原原原因因因    

   （（（ cccaaauuussseee    ooofff    ttthhheee   iiinnnjjjuuurrryyy）））にににもももなななりりり得得得るるる ...       

      222)))    発発発育育育発発発達達達期期期ににに起起起こここりりりやややすすすいいいケケケガガガ    

      発発発育育育発発発達達達期期期ににに起起起こここりりりやややすすすいいいケケケガガガののの内内内容容容ををを 666 歳歳歳かかかららら 222000 歳歳歳まままでででののの 333 年年年齢齢齢群群群でででみみみ    

                        るるるととと ,,,    どどどののの年年年齢齢齢群群群ももも骨骨骨折折折（（（ bbbooonnneee   fffrrraaaccctttuuurrreee）））ととと捻捻捻挫挫挫（（（ sssppprrraaaiiinnn）））・・・打打打撲撲撲（（（ bbbrrruuulllssseee）））ががが    

                        666 割割割以以以上上上ををを占占占めめめててて多多多くくく ,,,    次次次ににに創創創傷傷傷（（（wwwooouuunnnddd）））ががが多多多いいい ...    特特特ににに ,,,    骨骨骨折折折ははは ,,,    666 歳歳歳~~~ 111555

歳歳歳まままでででののの若若若いいい子子子どどどもももににに多多多くくく ,,,    捻捻捻挫挫挫ややや打打打撲撲撲ははは ,,,    やややややや年年年齢齢齢ののの高高高いいい（（（ 111666 歳歳歳~~~ 222000 歳歳歳）））

子子子どどどもももににに多多多いいい（（（図図図 333111...    年年年代代代別別別にににみみみたたたケケケガガガののの内内内容容容））） ...       

      333)))    発発発育育育発発発達達達期期期のののケケケガガガののの原原原因因因ととと多多多いいい部部部位位位    

      666 歳歳歳かかかららら 111555 歳歳歳まままでででのののケケケガガガははは ,,,    転転転倒倒倒（（（ fffaaalll lll    dddooowwwnnn）））,,,    受受受けけけ損損損ななないいい ,,,    衝衝衝突突突（（（ cccooolll lll iii sss iiiooonnn）））    

                        なななどどどののの原原原因因因ががが多多多いいい ...    こここれれれははは ,,,    技技技術術術的的的ななな未未未熟熟熟（（（ uuunnnssskkkiii lll llleeeddd）））ががが原原原因因因ででであああるるる ...       

      111666 歳歳歳以以以上上上のののケケケガガガののの原原原因因因ははは ,,,    衝衝衝突突突 ,,,    転転転倒倒倒 ,,,    着着着地地地なななどどどががが多多多いいい ...    こここれれれははは ,,,    激激激しししいいい動動動    

                        きききががが原原原因因因ででであああるるる ...       

      中中中学学学生生生以以以下下下ののの年年年少少少者者者ででで多多多いいいケケケガガガののの部部部位位位ははは ,,,    手手手・・・指指指（（（ fff iiinnngggeeerrr）））ががが全全全体体体ののの約約約 222555%%%      
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                        ををを占占占めめめ ,,,    次次次ににに多多多いいいのののははは足足足関関関節節節 ,,,    足足足（（（ fffoooooottt）））・・・足足足趾趾趾（（（ tttoooeee）））（（（かかかかかかとととかかかららら下下下ののの部部部分分分）））    

                        ののの順順順ででであああるるる ...    つつつまままりりり ,,,    年年年少少少者者者でででははは ,,,    手手手指指指ののの突突突ききき指指指（（（ gggaaammmmmmeeeddd   fff iiinnngggeeerrr）））ややや足足足関関関節節節    

                        捻捻捻挫挫挫ががが多多多いいい ...       

            高高高校校校生生生以以以上上上ののの年年年長長長者者者でででははは ,,,    足足足関関関節節節ややや膝膝膝（（（ kkknnneeeeee）））ののの靭靭靭帯帯帯損損損傷傷傷（（（ lll iiigggaaammmeeennnttt    iiinnnjjjuuurrr）））    

                        ののの占占占めめめるるる割割割合合合ががが増増増加加加しししててていいいるるる（（（表表表 111...    年年年代代代ににによよよるるるケケケガガガののの部部部位位位））） ...       

         222...    スススポポポーーーツツツででで起起起こここりりりうううるるる内内内科科科的的的障障障害害害    

   発発発育育育発発発達達達期期期でででははは ,,,    年年年齢齢齢ががが低低低いいいほほほどどど身身身体体体症症症状状状（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    sssyyymmmppptttooommmsss）））ををを正正正確確確ににに表表表現現現ででで    

   きききななないいい可可可能能能性性性がががあああるるるのののででで ,,,    本本本人人人ののの訴訴訴えええににに加加加えええててて ,,,    客客客観観観的的的ななな（（（ ooobbbjjjeeecccttt iiivvveee）））所所所見見見    

            （（（ fff iiinnndddiiinnngggsss）））かかかららら判判判断断断すすするるるここことととががが望望望ままましししいいい ...       

               こここののの時時時にににははは ,,,    ●●●重重重大大大ななな事事事態態態ををを見見見逃逃逃さささななないいい●●●適適適切切切でででわわわかかかりりりやややすすすいいい対対対応応応をををとととるるる    

               ●●●再再再発発発防防防止止止（（（ rrreeecccuuurrrrrreeennnccceee    ppprrreeevvveeennnttt iiiooonnn）））ををを検検検討討討すすするるる等等等ががが留留留意意意点点点（（（ aaatttttteeennnttt iiiooonnn   pppoooiiinnntttsss）））ででで    

               あああるるる ...       

   バババイイイタタタルルル・・・サササイイインンン（（（ vvviii tttaaalll    sss iiigggnnnsss）））（（（生生生命命命ににに関関関わわわるるる諸諸諸機機機能能能ののの指指指標標標）））がががなななけけけれれればばば ,,,    取取取りりり       

   敢敢敢えええずずず緊緊緊急急急事事事態態態（（（ eeemmmeeerrrgggeeennncccyyy）））ででではははななないいい ...       

   バババイイイタタタルルル・・・サササイイインンンにににははは ,,,    呼呼呼吸吸吸（（（ rrreeessspppiiirrraaattt iiiooonnn）））・・・脈脈脈拍拍拍（（（ pppuuulllssseee）））・・・血血血圧圧圧（（（ bbblllooooooddd   ppprrreeessssssuuurrreee）））・・・   

   循循循環環環（（（ ccciiirrrcccuuulllaaattt iiiooonnn）））・・・出出出血血血（（（ bbbllleeeeeedddiiinnnggg）））・・・体体体温温温（（（ bbbooodddyyy   ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrreee）））・・・尿尿尿（（（ uuurrriiinnneee）））なななどどど    

               ががが考考考えええららられれれるるるががが ,,,    外外外傷傷傷（（（ eeexxxttteeerrrnnnaaalll    iiinnnjjjuuurrriiieeesss）））・・・骨骨骨折折折・・・損損損傷傷傷・・・打打打撲撲撲・・・内内内臓臓臓損損損傷傷傷（（（ vvviiisssccceeerrraaalll       

               iiinnnjjjuuurrryyy）））ののの有有有無無無なななどどどももも念念念頭頭頭にににいいいれれれ ,,,    全全全身身身くくくまままなななくくく観観観察察察すすすべべべきききででであああるるる ...       

      111)))    急急急性性性呼呼呼吸吸吸器器器疾疾疾患患患    

      発発発育育育発発発達達達期期期ははは ,,,    免免免疫疫疫反反反応応応（（（ iiimmmmmmuuunnniii tttyyy   rrreeeaaacccttt iiiooonnn）））ががが強強強くくく出出出るるる時時時期期期ででではははあああるるるががが ,,,    多多多    

      くくくののの病病病原原原体体体（（（ pppaaattthhhooogggeeennn）））ににに対対対しししててて免免免疫疫疫（（（ iiimmmmmmuuunnniii tttyyy）））をををもももっっっててていいいななないいいたたためめめ感感感染染染    

                        症症症（（（ iiinnnfffeeecccttt iiiooonnn   dddiiissseeeaaassseee）））ににに罹罹罹りりりやややすすすいいい時時時期期期ででであああるるる ...    特特特ににに ,,,    外外外界界界ににに最最最ももも晒晒晒ささされれれててて    

                        いいいるるる呼呼呼吸吸吸器器器（（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   ooorrrgggaaannnsss）））でででははは ,,,    風風風邪邪邪（（（ cccooolllddd）））ををを何何何度度度もももひひひくくく ...    そそそののの原原原因因因    

                        ののの大大大部部部分分分ははは ,,,    ウウウイイイルルルススス（（（ vvviiirrruuusss）））ででであああるるる ...       

風風風邪邪邪症症症候候候群群群（（（ cccooolllddd   sssyyynnndddrrrooommmeee）））でででははは ,,,    頭頭頭痛痛痛（（（ hhheeeaaadddaaaccchhheee））） ,,,    発発発熱熱熱（（（ fffeeevvveeerrr））） ,,,    全全全身身身倦倦倦

怠怠怠（（（ gggeeennneeerrraaalll    mmmaaalllaaaiiissseee））） ,,,    鼻鼻鼻水水水（（（ nnnaaasssaaalll    mmmuuucccuuusss））） ,,,    鼻鼻鼻づづづまままりりり（（（ nnnaaasssaaalll    cccooonnngggeeesssttt iiiooonnn））） ,,,    喉喉喉

ののの痛痛痛みみみ（（（ sssooorrreee    ttthhhrrroooaaattt））） ,,,    咳咳咳（（（ cccooouuuggghhh））） ,,,    たたたんんん（（（ ssspppuuutttuuummm））） ,,,    リリリンンンパパパ節節節腫腫腫    

                     （（（ lllyyymmmppphhhaaadddeeennnooopppaaattthhhyyy））） ,,,    筋筋筋肉肉肉痛痛痛（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   pppaaaiiinnn））） ,,,    関関関節節節痛痛痛（（（ aaarrrttthhhrrraaalllgggiiiaaa））） ,,,    下下下痢痢痢    

                     （（（ dddiiiaaarrrrrrhhheeeaaa）））なななどどど様様様々々々ななな症症症状状状ががが順順順ににに出出出ててて ,,,    111   ~~~   222 週週週間間間ででで完完完治治治（（（ cccooommmpppllleeettteee    rrreeecccooovvveeerrryyy）））   

                        すすするるる ...    222   ~~~   333 日日日ででで完完完治治治すすするるる場場場合合合ははは ,,,    感感感染染染症症症ででではははななないいい ...       

発発発育育育発発発達達達期期期ののの風風風邪邪邪でででははは ,,,    体体体力力力ははは消消消耗耗耗ししし ,,,    時時時ににに心心心筋筋筋炎炎炎（（（mmmyyyooocccaaarrrdddiii ttt iii sss）））ををを起起起こここししし

ててていいいるるるここことととももも多多多くくく ,,,    成成成人人人よよよりりりももも運運運動動動制制制限限限ののの必必必要要要性性性ががが高高高いいい ...    黄黄黄色色色ややや緑緑緑色色色のののたたた

んんんががが出出出れれればばば ,,,    ウウウイイイルルルススス感感感染染染症症症（（（ vvviiirrraaalll    iiinnnfffeeecccttt iiiooonnn）））とととははは異異異なななるるる細細細菌菌菌感感感染染染症症症（（（ bbbaaacccttteeerrriiiaaalll    

iiinnnfffeeecccttt iiiooonnn）））のののたたためめめ ...    適適適切切切ななな抗抗抗生生生物物物質質質（（（ aaannnttt iiibbbiiiooottt iiicccsss）））ののの投投投与与与（（（ aaadddmmmiiinnniiissstttrrraaattt iiiooonnn）））ががが
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有有有効効効ででであああるるる ...       

      222)))    運運運動動動誘誘誘発発発性性性喘喘喘息息息    

      喘喘喘息息息（（（ aaasssttthhhmmmaaa）））ははは ,,,    気気気道道道（（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   tttrrraaacccttt）））（（（呼呼呼吸吸吸すすするるる空空空気気気ののの通通通りりり道道道）））ののの過過過敏敏敏    

                        性性性（（（ hhhyyypppeeerrrssseeennnsss iii ttt iiivvviii tttyyy）））ととと気気気道道道ののの狭狭狭窄窄窄（（（ ssstttrrriiiccctttuuurrreee）））ででで ,,,    呼呼呼気気気ががが困困困難難難ににになななるるる発発発    

                        作作作    （（（ aaattttttaaaccckkk）））ががが特特特徴徴徴ででであああるるる ...    発発発育育育発発発達達達期期期ははは ,,,    気気気道道道がががまままだだだ狭狭狭いいいたたためめめ ,,,    喘喘喘息息息ののの診診診    

                        断断断ををを受受受けけけるるる子子子どどどもももははは多多多いいい ...       

乾乾乾燥燥燥しししたたた冷冷冷たたたいいい空空空気気気ははは ,,,    気気気道道道ををを刺刺刺激激激しししててて ,,,    喘喘喘息息息発発発作作作（（（ aaasssttthhhmmmaaa   aaattt tttaaaccckkk）））ををを起起起こここ

しししやややすすすくくくすすするるる ...    まままたたた ,,,    運運運動動動ににによよよっっっててて呼呼呼吸吸吸ががが激激激しししくくくなななるるるととと ,,,    発発発作作作ををを誘誘誘発発発しししやややすすす

いいい ...    従従従っっっててて ,,,    空空空気気気ののの加加加湿湿湿（（（ hhhuuummmiiidddiii fff iiicccaaattt iiiooonnn）））ととと保保保温温温（（（ rrreeetttaaaiiinnniiinnnggg   wwwaaarrrmmmttthhh）））ががが運運運動動動

環環環境境境でででははは重重重要要要ででであああるるる ...       

発発発作作作ががが起起起きききたたた場場場合合合ははは ,,,    気気気管管管支支支拡拡拡張張張剤剤剤（（（ bbbrrrooonnnccchhhooodddiii lllaaatttooorrr）））ののの吸吸吸入入入（（（ iiinnnhhhaaalllaaattt iiiooonnn）））ががが

必必必要要要ででであああるるるががが ,,,    発発発作作作ののの原原原因因因とととなななるるる気気気道道道ののの炎炎炎症症症（（（ iiinnnfff lllaaammmmmmaaattt iiiooonnn）））ををを抑抑抑えええるるる副副副腎腎腎

皮皮皮質質質ススステテテロロロイイイドドド剤剤剤（（（ aaadddrrreeennnooo---cccooorrrttt iiicccooosssttteeerrroooiiiddd）））ののの吸吸吸入入入ももも必必必要要要ででであああるるる ...    こここれれれらららののの    

                     （（（mmmeeedddiiiccciiinnneeesss）））ははは ,,,    競競競技技技スススポポポーーーツツツでででははは ,,,    申申申告告告（（（ dddeeeccclllaaarrraaattt iiiooonnn）））まままたたたははは承承承認認認（（（ aaapppppprrrooovvvaaalll）））

ががが必必必要要要ででであああるるる ...       

      333))) ...    貧貧貧血血血    

貧貧貧血血血（（（ aaannneeemmmiiiaaa）））ははは ,,,    血血血液液液中中中ののの酸酸酸素素素運運運搬搬搬（（（ oooxxxyyygggeeennn   tttrrraaannnssspppooorrrttt）））役役役ででであああるるる赤赤赤血血血球球球（（（ rrreeeddd   

bbblllooooooddd   ccceeelll lll）））のののヘヘヘモモモグググロロロビビビンンン（（（ hhheeemmmoooggglllooobbbiiinnn）））ががが減減減少少少しししたたた ,,,    いいいわわわゆゆゆるるる血血血液液液ががが薄薄薄いいい

状状状 態態態 ででで あああ るるる ...    貧貧貧 血血血 ののの 原原原 因因因 ははは 多多多 いいい ががが ,,,    貧貧貧 血血血 ののの 999555%%% ははは ,,,    鉄鉄鉄 欠欠欠 乏乏乏 性性性 貧貧貧 血血血

（（（ iiirrrooonnn---dddeeefff iiiccciiieeennncccyyy   aaannneeemmmiiiaaa）））ででであああるるる ...       

血血血圧圧圧（（（ bbblllooooooddd   ppprrreeessssssuuurrreee）））ががが低低低いいいかかか ,,,    心心心拍拍拍数数数（（（ hhheeeaaarrrttt    rrraaattteee）））ががが少少少ななないいい時時時ににに ,,,    脳脳脳へへへののの

血血血液液液循循循環環環（（（ bbblllooooooddd   ccciiirrrcccuuulllaaattt iiiooonnn）））ががが一一一時時時的的的ににに不不不足足足しししててて立立立ちちちくくくらららみみみ（（（ dddiiizzzzzziiinnneeessssss）））ななな

どどどををを起起起こここすすすががが ,,,    こここれれれははは脳脳脳貧貧貧血血血（（（ ccceeerrreeebbbrrraaalll    aaannneeemmmiiiaaa）））ででであああっっっててて血血血液液液ががが薄薄薄いいい訳訳訳でででははは

ななないいい ...       

発発発育育育発発発達達達期期期にににははは ,,,    かかからららだだだががが発発発育育育ししし ,,,    女女女子子子でででははは月月月経経経（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaattt iiiooonnn）））ももも発発発来来来すすするるる

たたためめめ ,,,    鉄鉄鉄分分分（（（ iiirrrooonnn）））ををを中中中心心心にににしししててて造造造血血血（（（ hhheeemmmaaatttooogggeeennneeesss iiisss）））ががが追追追いいいつつつかかかななないいい時時時期期期

がががあああるるる ...    こここれれれははは ,,,    生生生理理理的的的貧貧貧血血血（（（ ppphhhyyysss iiiooolllooogggiiiccc    aaannneeemmmiiiaaa）））でででああありりり ,,,    病病病気気気ででではははななないいいががが ,,,    

必必必要要要ななな栄栄栄養養養分分分（（（ nnnuuutttrrriiimmmeeennnttt）））ががが不不不足足足しししななないいいよよようううににに摂摂摂取取取すすするるる（（（ iiinnntttaaakkkeee）））必必必要要要がががあああ

るるる ...       

鉄鉄鉄欠欠欠乏乏乏性性性貧貧貧血血血でででははは ,,,    体体体内内内ののの鉄鉄鉄分分分ははは約約約半半半年年年分分分ののの備備備蓄蓄蓄ももも含含含めめめててて失失失わわわれれれててていいいるるるののの

ででで ,,,    鉄鉄鉄剤剤剤（（（ iiirrrooonnn   ppprrreeepppaaarrraaattt iiiooonnn）））ののの補補補給給給（（（ sssuuupppppplllyyy）））ははは ,,,    備備備蓄蓄蓄ををを回回回復復復すすするるる半半半年年年ははは続続続けけけ

るるるべべべきききでででああありりり ,,,    食食食事事事（（（mmmeeeaaalll）））ののの見見見直直直しししももも重重重要要要ででであああるるる ...       

      444))) ...    脱脱脱水水水症症症・・・循循循環環環不不不全全全・・・低低低血血血糖糖糖    

   こここ れれれ ららら ははは ,,,    体体体 調調調 不不不 良良良 （（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    dddeeecccooonnndddiii ttt iiiooonnniiinnnggg ））） 時時時 ややや 欠欠欠 食食食 時時時 （（（ ttt iiimmmeee   ooofff    
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uuunnndddeeerrrnnnooouuurrriiissshhhmmmeeennnttt）））ににに起起起こここりりりやややすすすくくく ,,,    スススポポポーーーツツツ活活活動動動ををを続続続けけけるるる状状状態態態ででではははななないいい ...       

水水水分分分補補補給給給（（（ hhhyyydddrrraaattt iiiooonnn）））とととエエエネネネルルルギギギーーー補補補給給給（（（ eeennneeerrrgggyyy   sssuuupppppplllyyy）））ををを適適適切切切ににに行行行っっっててていいい

れれればばば防防防止止止ででできききるるる ...       

●●●脈脈脈拍拍拍ががが弱弱弱くくく多多多いいい ,,,    ●●●唇唇唇（（（ lll iiippp）））ががが紫紫紫色色色まままたたたははは白白白いいい ,,,    ●●●ふふふらららふふふららら感感感（（（ dddiiizzzzzziiinnneeessssss））） ,,,       

            ●●●強強強いいい空空空腹腹腹感感感（（（ hhhuuunnngggeeerrr    ssseeennnsssaaattt iiiooonnn）））なななどどどがががあああるるるととときききにににははは ,,,    こここれれれらららをををチチチェェェッッックククすすす    

               るるる ...       

      555))) ...    バババーーーンンンアアアウウウトトト（（（燃燃燃えええ尽尽尽ききき症症症候候候群群群）））    

トトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    身身身体体体的的的能能能力力力（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee）））ののの開開開発発発ででであああるるるががが ,,,    心心心理理理

的的的ななな支支支えええ（（（ pppsssyyyccchhhooolllooogggiiicccaaalll    sssuuuppppppooorrrttt）））がががなななくくくなななるるるととと ,,,    身身身体体体的的的にににははは問問問題題題なななくくくてててももも ,,,    ススス

ポポポーーーツツツ活活活動動動そそそのののももものののががが行行行えええなななくくくなななるるる ...       

発発発育育育発発発達達達期期期かかかららら競競競技技技成成成績績績（（（ cccooommmpppeeettt iii ttt iiiooonnn   rrreeesssuuulll tttsss）））重重重視視視ののの価価価値値値観観観（（（ ssseeennnssseee    ooofff    vvvaaallluuueeesss）））

でででスススポポポーーーツツツをををすすするるるととと ,,,    身身身体体体的的的ななな負負負担担担増増増ににになななるるるだだだけけけでででなななくくく ,,,    心心心理理理    

         （（（ pppsssyyyccchhhooolllooogggiiicccaaalll）））にににももも緊緊緊張張張感感感（（（ fffeeeeeelll iiinnnggg   ooofff    ttteeennnsss iiiooonnn）））ををを持持持続続続しししなななけけけれれればばばけけけれれればばばなななららら

なななくくくなななるるる ...       

   「「「燃燃燃えええ尽尽尽ききき（（（ bbbuuurrrnnnooouuuttt）））」」」とととははは ,,,    言言言葉葉葉通通通りりり ,,,    心心心理理理的的的なななエエエネネネルルルギギギーーーののの切切切れれれたたた状状状態態態ででで

あああるるる ...    バババーーーンンンアアアウウウトトトををを起起起こここすすすととと ,,,    心心心理理理的的的ににに大大大きききななな外外外傷傷傷（（（トトトラララウウウマママ：：： tttrrraaauuummmaaa）））

ででであああるるるここことととががが多多多いいいたたためめめ ,,,    かかからららだだだののの外外外傷傷傷予予予防防防（（（ iiinnnjjjuuurrryyy   ppprrreeevvveeennnttt iiiooonnn）））ととと同同同時時時ににに ,,,    燃燃燃

えええ尽尽尽きききををを起起起こここさささななないいいたたためめめににに普普普段段段かかかららら心心心理理理的的的ゆゆゆとととりりり（（（ pppsssyyyccchhhooolllooogggiiicccaaalll    aaalll lllooowwwaaannnccceee）））

ををを持持持つつつここことととががが重重重要要要ででであああるるる ...       

目目目先先先ののの成成成績績績にににとととらららわわわれれれててて心心心身身身のののバババララランンンススス（（（mmmeeennntttaaalll    aaannnddd   ppphhhyyysss iiicccaaalll    bbbaaalllaaannnccceee）））ををを崩崩崩

すすすほほほどどど ,,,    発発発育育育発発発達達達期期期かかかららら競競競技技技性性性ををを求求求めめめるるるべべべきききででではははななないいい ...       

   

VVVIIIIIIIII ...    中中中高高高年年年者者者のののかかからららだだだ    

   111...    老老老化化化とととははは    

   老老老化化化とととははは ,,,    色色色々々々ななな因因因子子子ににによよよっっっててて起起起こここるるる身身身体体体及及及びびび精精精神神神（（（mmmeeennntttaaalll）））ののの不不不都都都合合合ななな不不不可可可    

   逆逆逆的的的（（（ iiirrrrrreeevvveeerrrsss iiibbbllleee））） ,,,    進進進行行行的的的（（（ ppprrrooogggrrreeessssss iiivvveee）））ななな衰衰衰えええででで ,,,    死死死ののの確確確率率率ををを高高高めめめるるるももものののででで    

               ああありりり ,,,    老老老化化化ははは避避避けけけららられれれずずず ,,,    老老老化化化ののの先先先にににははは必必必ずずず死死死がががあああるるる ...       

   加加加齢齢齢現現現象象象（（（ aaagggeeeiiinnnggg   ppphhheeennnooommmeeennnooonnn）））ををを考考考えええるるる時時時 ,,,    生生生体体体ののの構構構造造造ややや機機機能能能（（（ ssstttrrruuutttuuurrreee    aaannnddd   

fffuuunnncccttt iiiooonnn   ooofff    ttthhheee   lll iiivvviiinnnggg   bbbooodddyyy）））ががが時時時間間間ののの経経経過過過ににに伴伴伴っっっててて変変変化化化しししててて行行行くくくここことととととと捉捉捉えええ ,,,    発発発育育育

発発発達達達期期期（（（ gggrrrooowwwttthhh   dddeeevvveeelllooopppmmmeeennnttt    pppeeerrriiioooddd）））・・・成成成熟熟熟期期期（（（mmmaaatttuuurrraaattt iiiooonnn   pppeeerrriiioooddd）））・・・壮壮壮年年年期期期（（（ lllaaattteee    

mmmiiiddddddllleee    aaagggeee）））・・・老老老化化化期期期（（（ ssseeennneeesssccceeennnccceee）））ととと見見見ててて行行行くくくここことととががが必必必要要要ででであああるるる ...       

   発発発育育育発発発達達達期期期ややや成成成熟熟熟期期期でででははは ,,,    生生生体体体ののの機機機能能能ががが高高高まままりりり ,,,    生生生体体体ののの構構構造造造ががが作作作ららられれれててて行行行くくく時時時

期期期でででああありりり ,,,    適適適応応応能能能力力力（（（ aaadddaaappptttaaattt iiiooonnn   cccaaapppaaaccciii tttyyy）））ももも徐徐徐々々々ににに高高高まままっっっててて行行行くくく（（（出出出生生生前前前後後後~~~

111222 歳歳歳或或或ははは 222555 歳歳歳頃頃頃））） ...       
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   222000歳歳歳或或或ははは 222555歳歳歳ををを過過過ぎぎぎたたた頃頃頃かかかららら老老老化化化ははは始始始まままりりり ,,,    老老老化化化期期期にににははは ,,,    生生生体体体ののの構構構造造造ややや機機機能能能ははは

漸漸漸次次次衰衰衰えええててて行行行くくく ...       

   ヒヒヒトトトははは ,,,    加加加齢齢齢ととと共共共ににに運運運動動動量量量（（（ aaammmooouuunnnttt    ooofff    eeexxxeeerrrccciiissseee）））ががが減減減少少少ししし（（（図図図 333222...    身身身体体体活活活動動動量量量ののの

年年年齢齢齢変変変化化化）））,,,    そそそれれれににに伴伴伴っっっててて身身身体体体機機機能能能（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ややや体体体力力力（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss）））

ががが低低低下下下すすするるる ...          

   体体体力力力ののの低低低下下下ががが更更更ににに進進進むむむととと ,,,    老老老化化化をををはははっっっきききりりりととと自自自覚覚覚すすするるるよよようううににになななるるる ...    老老老化化化ををを自自自覚覚覚

すすするるるととと ,,,    身身身体体体活活活動動動量量量ははは益益益 々々々減減減少少少ししし ,,,    身身身体体体機機機能能能ががが衰衰衰退退退（（（ dddeeeccclll iiinnneee）））しししててて老老老化化化ががが促促促進進進

ささされれれるるる（（（図図図 333333...    老老老化化化促促促進進進ののの循循循環環環説説説））） ...       

   高高高齢齢齢社社社会会会ををを迎迎迎えええたたたわわわががが国国国でででははは ,,,    活活活力力力寿寿寿命命命（（（ vvviii tttaaalll iii tttyyy   lll iii fffeee）））（（（基基基本本本的的的ななな日日日常常常生生生活活活ののの動動動

作作作ににに支支支障障障のののななないいい期期期間間間）））ややや健健健康康康寿寿寿命命命（（（ hhheeeaaalll ttthhhyyy   lll iii fffeee    eeexxxpppeeeccctttaaannncccyyy）））（（（介介介護護護ををを必必必要要要とととしししななな

いいい期期期間間間）））ををを伸伸伸ばばばすすすここことととををを望望望むむむ中中中高高高年年年者者者ががが多多多いいい（（（図図図 333444...    活活活力力力寿寿寿命命命ととと健健健康康康寿寿寿命命命ののの概概概

念念念図図図））） ...       

         222...    加加加齢齢齢ににに伴伴伴ううう身身身体体体的的的変変変化化化ととと運運運動動動不不不足足足    

   老老老化化化期期期にににははは ,,,    実実実質質質細細細胞胞胞数数数（（（ sssuuubbbssstttaaannnttt iiiaaalll    ccceeelll lll    nnnuuummmbbbeeerrr）））ののの減減減少少少ややや線線線維維維化化化（（（ fff iiibbbrrriii lll lllaaattt iiiooonnn）））   

               ももも起起起こここりりり ,,,    組組組織織織・・・器器器官官官ののの重重重量量量減減減少少少ととと萎萎萎縮縮縮（（（ aaatttrrroooppphhhyyy）））ががが起起起こここっっってててくくくるるる（（（図図図 333555...    臓臓臓    

               器器器・・・組組組織織織ののの萎萎萎縮縮縮）））...    一一一般般般ににに ,,,    777000   歳歳歳代代代ででで最最最盛盛盛期期期ののの約約約 666000%%%まままででで減減減少少少ししし ,,,    そそそののの結結結果果果 ,,,    臓臓臓    

               器器器（（（ iiinnnttteeerrrnnnaaalll    ooorrrgggaaannnsss）））ののの機機機能能能低低低下下下とととしししててて現現現れれれててて来来来るるる ...    結結結合合合組組組織織織でででははは ,,,    コココラララーーーゲゲゲンンン    

            （（（ cccooolll lllaaagggeeennn）））（（（腱腱腱ややや軟軟軟骨骨骨ををを構構構成成成）））ががが増増増加加加ししし ,,,    エエエラララスススチチチンンン（（（ eeelllaaasssttt iiinnn）））（（（靭靭靭帯帯帯ややや血血血管管管なななどどど    

               ににに含含含まままれれれるるる）））ががが減減減少少少すすするるるたたためめめ ,,,    結結結合合合組組組織織織（（（ cccooonnnnnneeecccttt iiivvveee   ttt iii ssssssuuueee）））ののの硬硬硬化化化（（（ ssscccllleeerrrooosss iiisss    

                  ）））ががが起起起こここるるる ...       

   ＊＊＊コココラララーーーゲゲゲンンン：：：細細細胞胞胞をををつつつなななぐぐぐ“““のののりりり”””のののよよようううななな物物物ででで ,,,    結結結合合合組組組織織織ににに力力力学学学的的的ななな強強強    

                           度度度ををを与与与えええるるるのののににに役役役立立立つつつ    

                     ＊＊＊エエエラララスススチチチンンン：：：繊繊繊維維維状状状（（（ fff iiibbbrrrooouuusss）））ののの蛋蛋蛋白白白質質質（（（ ppprrrooottteeeiiinnn）））ででで組組組織織織ののの柔柔柔軟軟軟性性性（（（ fff llleeexxxiiibbbiii lll iii tttyyy）））    

                           ににに関関関与与与ししし ,,,    皮皮皮膚膚膚（（（ ssskkkiiinnn）））・・・腱腱腱・・・靭靭靭帯帯帯・・・血血血管管管壁壁壁（（（ bbblllooooooddd   vvveeesssssseeelll    wwwaaalll lll）））ににに存存存在在在すすするるる ...    老老老    

                           化化化とととととともももににに分分分解解解ささされれれ ,,,    生生生成成成ささされれれにににくくくくくくなななりりり ,,,    中中中年年年期期期でででははは 222555%%%以以以上上上減減減少少少すすするるる ...       

   同同同じじじ体体体重重重ののの 222555 歳歳歳ととと 777555 歳歳歳ののの身身身体体体組組組成成成（（（ bbbooodddyyy   cccooommmpppooosss iii ttt iiiooonnn）））ををを比比比較較較すすするるるととと（（（図図図 333666...    加加加

齢齢齢ににに伴伴伴ううう身身身体体体組組組成成成ののの変変変化化化））） ,,,    老老老年年年者者者ののの脂脂脂肪肪肪（（（ fffaaattt）））ははは若若若年年年者者者ののの 222 倍倍倍以以以上上上ににに増増増加加加すすす

るるる ...    逆逆逆ににに ,,,    除除除脂脂脂肪肪肪量量量（（（ fffaaattt    fffrrreeeeee    mmmaaassssss）））（（（実実実質質質組組組織織織（（（ pppaaarrreeennnccchhhyyymmmaaalll    ttt iii ssssssuuueee）））    +++   骨骨骨    +++   細細細

胞胞胞内内内液液液（（（ iiinnntttrrraaaccceeelll llluuulllaaarrr   fff llluuuiiiddd））） +++   細細細胞胞胞外外外液液液（（（ eeexxxtttrrraaaccceeelll llluuulllaaarrr   fff llluuuiiiddd）））ははは 888555%%%かかかららら 777000%%%ににに

低低低下下下すすするるる ...    特特特ににに ,,,    実実実質質質組組組織織織ととと細細細胞胞胞内内内液液液ののの低低低下下下ががが大大大きききいいい ...       

   即即即ちちち ,,,    同同同じじじ体体体重重重ででであああっっってててももも ,,,    老老老年年年者者者ははは若若若年年年者者者よよよりりり脂脂脂肪肪肪ががが多多多くくくなななりりり ,,,    相相相対対対的的的ににに    

   皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪量量量（（（ sssuuubbbcccuuutttaaannneeeooouuusss    fffaaattt    mmmaaassssss）））ははは減減減少少少ししし ,,,    体体体内内内深深深部部部脂脂脂肪肪肪（（（ iiinnnttteeerrrnnnaaalll    fffaaattt    mmmaaassssss）））   

               ははは増増増加加加すすするるる ...    逆逆逆ににに ,,,    代代代謝謝謝活活活動動動（（（mmmeeetttaaabbbooolll iiiccc    aaacccttt iiivvviii tttyyy）））ににに重重重要要要ななな除除除脂脂脂肪肪肪量量量ががが減減減少少少しししててて ,,,       

               生生生理理理機機機能能能（（（ ppphhhyyysss iiiooolllooogggiiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ややや体体体力力力ががが低低低下下下しししてててくくくるるる ...       
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   男男男女女女とととももも若若若年年年かかかららら中中中年年年にににかかかけけけててて脂脂脂肪肪肪ははは増増増加加加すすするるるががが ,,,    総総総脂脂脂肪肪肪量量量（（（ tttoootttaaalll    bbbooodddyyy   fffaaattt）））    

               ににに占占占めめめるるる皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪ののの割割割合合合ががが大大大きききくくく増増増加加加ししし ,,,    男男男性性性ででで約約約 444%%%,,,    女女女性性性ででで約約約 555%%%高高高くくくなななるるる ...       

   中中中年年年かかかららら高高高年年年にににかかかけけけててて ,,,    男男男女女女とととももも脂脂脂肪肪肪量量量そそそのののももものののははは皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪ののの減減減少少少ににによよよっっっててて低低低

下下下すすするるるががが ,,,    体体体内内内深深深部部部脂脂脂肪肪肪ののの割割割合合合ははは ,,,    男男男性性性ででで約約約 888%%%,,,    女女女性性性ででで約約約 111444%%%ももも高高高くくくなななるるる（（（図図図

333777...    皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪量量量ととと体体体内内内深深深部部部脂脂脂肪肪肪量量量ののの年年年齢齢齢変変変化化化））） ...          

   老老老年年年ででで ,,,    体体体内内内深深深部部部脂脂脂肪肪肪ののの比比比率率率ががが高高高くくくなななるるるのののははは ,,,    身身身体体体活活活動動動ののの減減減少少少ががが原原原因因因ででであああるるる ...       

   老老老化化化期期期にににははは ,,,    機機機能能能的的的変変変化化化（（（ fffuuunnncccttt iiiooonnnaaalll    ccchhhaaannngggeee）））ととと運運運動動動ににに関関関連連連しししたたた生生生理理理的的的諸諸諸機機機能能能ののの    

   変変変化化化ががが起起起こここっっってててくくくるるる（（（表表表 222...    生生生理理理的的的機機機能能能ののの老老老化化化（（（ 333000 歳歳歳かかかららら 777000 歳歳歳まままででで））））））...    333000 歳歳歳かかか

ららら 777000 歳歳歳ののの男男男性性性にににおおおけけけるるる生生生理理理的的的機機機能能能（（（ ppphhhyyysss iiiooolllooogggiiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ののの変変変化化化でででははは ,,,    呼呼呼吸吸吸機機機    

               能能能（（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））（（（肺肺肺活活活量量量：：： vvviii tttaaalll    cccaaapppaaaccciii tttyyy）））ととと腎腎腎機機機能能能（（（ kkkiiidddnnneeeyyy   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ののの

低低低下下下ががが最最最大大大（（（ 333000   –––   555000%%%）））でででああありりり ,,,    こここれれれににに循循循環環環系系系機機機能能能（（（ ccciiirrrcccuuulllaaatttooorrryyy   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））（（（心心心拍拍拍

出出出量量量：：：cccaaarrrdddiiiaaaccc   ooouuutttpppuuuttt）））ややや作作作業業業能能能力力力（（（wwwooorrrkkkiiinnnggg   cccaaapppaaaccciii tttyyy）））,,,    そそそしししててて骨骨骨密密密度度度（（（ bbbooonnneee   dddeeennnsss iii tttyyy）））,,,    

筋筋筋肉肉肉系系系 ,,,    柔柔柔軟軟軟性性性なななどどどののの低低低下下下（（（ 222555   –––   333000%%%）））ががが大大大きききいいい ...       

   体体体力力力（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss）））ももも加加加齢齢齢とととととともももににに低低低減減減（（（ rrreeeddduuucccttt iiiooonnn）））すすするるるががが ,,,    体体体力力力ののの要要要素素素ににに    

   よよよっっっててて低低低下下下ののの速速速度度度（（（ rrraaattteee    ooofff    dddeeeccclll iiinnneee）））ははは異異異なななるるる（（（図図図 333888...    各各各種種種体体体力力力ののの加加加齢齢齢変変変化化化））） ...       

   222000 歳歳歳男男男性性性ののの各各各体体体力力力要要要素素素（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss    eeellleeemmmeeennnttt）））ををを 111000000%%%とととしししててて ,,,    加加加齢齢齢ににに伴伴伴ううう変変変

化化化ををを 777000歳歳歳まままでででにににつつついいいててて見見見るるるととと ,,,    最最最ももも顕顕顕著著著ななな低低低減減減ををを示示示しししたたた要要要素素素ははは ,,,    閉閉閉眼眼眼片片片足足足立立立ちちち    

            （（（ fffoooooottt ---bbbaaalllaaannnccceee    wwwiii ttthhh   eeeyyyeeesss    ccclllooossseeeddd）））ととと脚脚脚筋筋筋力力力（（（ llleeeggg   ssstttrrreeennngggttthhh）））でででああありりり ,,,    “““人人人ははは脚脚脚かかかららら衰衰衰えええ

るるる”””ここことととををを証証証明明明しししててていいいるるる ...    腕腕腕立立立伏伏伏せせせ（（（mmmooodddiii fff iiieeeddd   pppuuussshhh---uuupppsss）））,,,    立立立位位位体体体前前前屈屈屈（（（ ssstttaaannndddiiinnnggg   

tttrrruuunnnkkk   fffkkkeeexxxiiiooonnn））） ,,,    垂垂垂直直直跳跳跳びびび（（（ vvveeerrrttt iiicccaaalll    jjjuuummmppp））） ,,,    最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（mmmaaaxxxiiimmmuuummm   oooxxxyyygggeeennn   

iiinnntttaaakkkeee）））なななどどどももも 555000%%%以以以下下下ににに低低低減減減すすするるる ...       

   しししかかかししし ,,,    各各各種種種機機機能能能ややや体体体力力力ののの低低低下下下はははあああっっってててももも ,,,    生生生存存存ににに必必必要要要ななな機機機能能能ははは ,,,    安安安静静静時時時

（（（ rrreeesssttt iiinnnggg）））でででははは維維維持持持ささされれれててていいいるるる ...    とととここころろろががが ,,,    運運運動動動なななどどどののの負負負荷荷荷（（（ llloooaaaddd）））ががが加加加わわわるるるととと ,,,    

機機機能能能ののの低低低下下下ははは顕顕顕著著著ににになななるるる ...    つつつまままりりり ,,,    中中中高高高年年年期期期以以以降降降でででははは予予予備備備力力力（（（ rrreeessseeerrrvvveee   fffooorrrccceee）））ががが

低低低下下下しししてててくくくるるるのののででであああるるる ...       

   

IIIXXX...    中中中高高高年年年期期期ののの運運運動動動プププロロログググラララムムム    

   111...    中中中高高高年年年者者者ににに適適適しししたたた運運運動動動    

111))) ...    運運運動動動ののの強強強度度度    

   運運運動動動強強強度度度（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    iiinnnttteeennnsss iii tttyyy）））ののの指指指標標標とととしししててて ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（ oooxxxyyygggeeennn   iiinnntttaaakkkeee:::VVV
・・・

000222））） ,,,       

                     MMMEEETTTsss（（（MMMeeetttaaabbbooolll iiiccc    eeeqqquuuiiivvvaaallleeennnttt    uuunnniii ttt）））,,,    無無無酸酸酸素素素性性性代代代謝謝謝閾閾閾値値値（（（AAAnnneeeaaarrrooobbbiiiccc    TTThhhrrreeessshhhooolllddd   :::AAATTT）））   

                     自自自覚覚覚的的的運運運動動動強強強度度度（（（RRRaaattt iiinnnggg   ooofff    PPPeeerrrccciiieeevvveeeddd   EEExxxeeerrrttt iiiooonnn：：：RRRPPPEEE）））等等等がががあああるるる ...       

      ①①①酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（mmmlll ///kkkggg///mmmiiinnn）））：：：運運運動動動中中中ににに体体体内内内ににに取取取りりり入入入れれれるるる酸酸酸素素素量量量（（（OOO 222111ℓℓℓ→→→ 555kkkcccaaalll）））    

      ②②②MMMEEETTTsss：：： 111   MMMEEETTT ははは ,,,    111 分分分間間間ののの安安安静静静状状状態態態にににおおおいいいててて消消消費費費ささされれれるるるエエエネネネルルルギギギーーー（（（ 333...555   
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            mmmlll ///kkkggg///mmmiiinnn ととと仮仮仮定定定すすするるる）））    

      ③③③無無無酸酸酸素素素性性性代代代謝謝謝閾閾閾値値値：：：運運運動動動中中中 ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性代代代謝謝謝（（（ aaaeeerrrooobbbiiiccc    mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm）））ににに加加加えええててて    

                              無無無酸酸酸素素素性性性代代代謝謝謝ににによよよっっってててもももエエエネネネルルルギギギーーーががが供供供給給給ささされれれ始始始めめめるるる時時時点点点でででああありりり ,,,    乳乳乳酸酸酸    

                           （（（ lllaaacccttt iiiccc    aaaccciiiddd）））ががが急急急上上上昇昇昇ししし始始始めめめるるる時時時点点点    

            ④④④自自自覚覚覚的的的（（（主主主観観観的的的）））運運運動動動強強強度度度：：：運運運動動動中中中かかからららだだだががが受受受けけけるるる生生生理理理的的的負負負担担担度度度    

                           （（（ ppphhhyyysss iiiooolllooogggiiicccaaalll    llloooaaaddd）））ををを自自自覚覚覚的的的（（（主主主観観観的的的）））ににに表表表すすすここことととををを目目目的的的とととしししててて開開開発発発ささされれれ    

                              たたた尺尺尺度度度運運運動動動強強強度度度ははは ,,,    弱弱弱すすすぎぎぎれれればばば効効効果果果ががが小小小さささくくく ,,,    強強強すすすぎぎぎれれればばば疲疲疲労労労やややケケケガガガののの    

                              確確確率率率ががが高高高くくくなななるるる（（（図図図 333999...    運運運動動動強強強度度度・・・運運運動動動効効効果果果・・・危危危険険険性性性ののの関関関係係係））） ...       

                              運運運動動動ははは ,,,    習習習慣慣慣化化化（（（ hhhaaabbbiii tttuuuaaattt iiiooonnn）））さささせせせるるるここことととががが大大大事事事ででであああるるるたたためめめ ,,,    運運運動動動すすするるる人人人    

                              ががが「「「ややややややきききつつついいい（（（ aaa   lll iii ttt ttt llleee    hhhaaarrrddd）））ががが長長長続続続きききででできききそそそううう」」」ととと感感感じじじるるる強強強度度度ががが効効効果果果（（（ eeefff fffeeecccttt）））   

                              ももも大大大きききくくく ,,,    習習習慣慣慣化化化しししやややすすすいいい ...       

            個個個人人人ににに適適適しししたたた運運運動動動ののの強強強さささははは ,,,    運運運動動動ををを実実実践践践しししててていいいるるる本本本人人人ののの感感感覚覚覚（（（ fffeeeeeelll iiinnnggg）））ででで    

                              判判判断断断すすするるるのののががが良良良いいい ...    運運運動動動習習習慣慣慣（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    hhhaaabbbiii tttsss）））のののななないいい人人人ははは ,,,    「「「楽楽楽ででであああるるる（（（ eeeaaasssyyy）））   

                           （（（話話話しししななながががららら歩歩歩けけけるるる状状状態態態）））」」」かかかららら運運運動動動ををを開開開始始始ししし ,,,    体体体力力力ととと体体体調調調（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll       

                              cccooonnndddiii ttt iiiooonnn）））ににに合合合わわわせせせててて「「「きききつつついいい（（（激激激しししいいい息息息づづづかかかいいい：：： aaacccuuuttteee    bbbrrreeeaaattthhhiiinnnggg）））にににななな    

                              りりり ,,,    汗汗汗びびびっっっしししょょょりりり（（（ sssoooaaakkkeeeddd   wwwiii ttthhh   ssswwweeeeeettt）））ののの状状状態態態）））」」」まままででで徐徐徐々々々ににに経経経験験験ししし ,,,    “““少少少ししし    

                              きききつつついいいががが ,,,    続続続けけけららられれれそそそううう ”””   “““痛痛痛みみみがががなななくくく快快快適適適（（（ cccooommmfffooorrrtttaaabbbllleee））） ”””ととと感感感じじじるるる強強強度度度    

                              ををを見見見つつつけけけるるるここことととががが望望望ままましししいいい ...       

                              安安安全全全ででで効効効果果果的的的ににに運運運動動動ををを行行行うううたたためめめにににははは ,,,    自自自分分分ののの感感感覚覚覚的的的情情情報報報（（（ ssseeennnsss iiibbbllleee    

                              iiinnnfffooorrrmmmaaattt iiiooonnn）））ををを有有有効効効利利利用用用すすすべべべきききででであああるるる（（（図図図 444000...    安安安全全全ででで効効効果果果的的的ににに運運運動動動ををを行行行ううう    

                              心心心がががけけけ ...））） ...       

      まままたたた ,,,    運運運動動動ををを控控控えええるるるかかか慎慎慎重重重ににに行行行ううう必必必要要要のののあああるるる人人人ははは ,,,    低低低いいい運運運動動動強強強度度度ででで行行行ううう    

                              べべべきききででであああるるる（（（表表表 333...    低低低いいい運運運動動動強強強度度度ががが奨奨奨めめめららられれれるるる人人人））） ...       

222))) ...    運運運動動動ののの時時時間間間    

   運運運動動動ののの時時時間間間ははは ,,,    運運運動動動強強強度度度ににによよよっっっててて変変変わわわりりり ,,,    エエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが多多多いいい程程程運運運動動動    

                     ののの効効効果果果ががが現現現れれれるるる ...       

   ○○○望望望ままましししいいい運運運動動動量量量（（（ dddeeesss iiirrraaabbbllleee    mmmooommmeeennntttuuummm）））（（（エエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量；；； eeennneeerrrgggyyy      

                           cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn）））ははは ,,,    運運運動動動ののの目目目的的的ににによよよっっっててて異異異なななるるる（（（図図図 444111...    運運運動動動ににによよよるるるエエエネネネルルルギギギ    

                           ーーー消消消費費費量量量））） ...       

   ＊＊＊生生生活活活習習習慣慣慣病病病ののの予予予防防防（（（ ppprrreeevvveeennnttt iiiooonnn）））ややや健健健康康康（（（ hhheeeaaalll ttthhh）））のののたたためめめののの運運運動動動：：： 111 週週週間間間    

                                 あああたたたりりり（（（ pppeeerrr    wwweeeeeekkk））） 777000000~~~   222000000000kkkcccaaalll のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが目目目安安安    

   ＊＊＊健健健康康康ややや体体体力力力ののの回回回復復復（（（ rrreeecccooovvveeerrryyy   ooofff    ttthhheee   ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss）））のののたたためめめののの運運運動動動：：： 111 週週週間間間    

                                 あああたたたりりり 777000000   ~~~   111,,,000000000kkkcccaaalll のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが目目目安安安    

   ＊＊＊健健健康康康ややや体体体力力力ののの維維維持持持（（（mmmaaaiiinnnttteeennnaaannnccceee    ooofff    ttthhheee   ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss）））のののたたためめめののの運運運動動動：：： 111   
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                                 週週週間間間あああたたたりりり 111,,,000000000   ~~~   111,,,555000000   kkkcccaaalll のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが目目目安安安    

   ＊＊＊健健健康康康ややや体体体力力力ののの増増増進進進（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss    ppprrrooommmooottt iiiooonnn）））のののたたためめめののの運運運動動動：：： 111 週週週間間間あああたたた    

                                 りりり 111,,,555000000   ~~~   222,,,000000000   kkkcccaaalll のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが目目目安安安    

   運運運動動動時時時間間間ががが長長長めめめにににとととれれれるるる場場場合合合ははは ,,,    弱弱弱めめめののの運運運動動動ををを ,,,    運運運動動動時時時間間間ががが短短短くくくしししかかかととと    

   れれれななないいい場場場合合合ははは ,,,    強強強めめめののの運運運動動動ををを行行行うううなななどどどののの調調調整整整ががが望望望ままましししいいい ...       

333))) ...    運運運動動動ののの回回回数数数    

   一一一般般般ににに ,,,    生生生活活活習習習慣慣慣病病病ののの改改改善善善ややや予予予防防防ののの為為為にににははは ,,,    111 週週週間間間ににに 333 回回回以以以上上上ののの運運運動動動ををを継継継続続続    

                     しししててて実実実施施施すすするるるここことととががが必必必要要要ででであああるるる ...    最最最低低低でででももも 111 週週週間間間ににに連連連続続続しししななないいい 333 日日日（（（ 111 日日日おおお    

                     ききき）））ののの運運運動動動実実実施施施（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    eeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt）））ががが勧勧勧めめめららられれれててていいいるるる（（（表表表 444...    111 週週週間間間ののの運運運    

                     動動動実実実践践践例例例））） ...       

         毎毎毎日日日実実実施施施すすするるる場場場合合合でででももも ,,,    運運運動動動量量量ををを多多多くくくすすするるる日日日ととと少少少なななくくくすすするるる日日日ををを織織織りりり交交交ぜぜぜててて ,,,       

   メメメリリリハハハリリリをををつつつけけけたたた運運運動動動ををを行行行うううここことととももも重重重要要要ででであああるるる ...    111 回回回ににに長長長いいい時時時間間間運運運動動動すすするるるこここ    

                     とととがががででできききななないいい場場場合合合ははは ,,,    111 回回回 111000 分分分~~~ 111555 分分分程程程度度度ののの運運運動動動ををを 111 日日日ににに 222~~~ 333 回回回ににに分分分けけけててて    

                     実実実施施施しししてててももも構構構わわわななないいい ...          

      444))) ...       運運運動動動ののの種種種類類類    

                        運運運動動動ののの種種種類類類（（（図図図 444222...    基基基本本本的的的ななな運運運動動動ののの種種種類類類）））    

aaa...    エエエネネネルルルギギギーーーををを消消消費費費すすするるるもももののの    

bbb...    筋筋筋肉肉肉ををを強強強化化化すすするるるもももののの    

ccc ...    柔柔柔軟軟軟性性性ををを高高高めめめるるるもももののの    

ddd...    心心心肺肺肺機機機能能能ををを強強強化化化すすするるるもももののの    

なななどどど ,,,    様様様々々々ななな種種種類類類がががあああるるる ...       

      運運運動動動ののの種種種類類類ををを選選選択択択すすするるる基基基準準準ははは ,,,    自自自分分分ののの目目目的的的ににに合合合わわわせせせ ,,,    楽楽楽しししくくく ,,,    快快快適適適ににに行行行えええるるる    

      ももものののををを選選選択択択すすするるるここことととででであああるるる（（（苦苦苦しししくくくててて楽楽楽しししくくくななないいい運運運動動動ははは ,,,    習習習慣慣慣化化化（（（ hhhaaabbbiii tttaaattt iiiooonnn）））   

      にににつつつななながががらららななないいい））） ...       

まままたたた ,,,    特特特定定定ののの運運運動動動のののみみみををを続続続けけけるるるととと ,,,    使使使いいい過過過ぎぎぎ症症症候候候群群群（（（ ooovvveeerrruuussseee    sssyyynnndddrrrooommmeee）））（（（炎炎炎    

      症症症：：： iiinnnfff lllaaammmmmmaaattt iiiooonnn なななどどど）））ががが起起起こここるるる場場場合合合がががあああるるるのののででで ,,,    数数数種種種類類類ののの運運運動動動をををバババララランンンススス    

                        良良良くくく取取取りりり入入入れれれるるるここことととががが望望望ままましししいいい ...       

         222...    中中中高高高年年年者者者ののの運運運動動動プププロロログググラララムムム    

   平平平均均均的的的ななな体体体格格格ののの中中中年年年男男男性性性（（（重重重度度度ののの疾疾疾患患患ををを有有有さささななないいい）））ががが 999000 分分分間間間運運運動動動すすするるる場場場合合合ををを

想想想定定定すすするるるととと ,,,       

            ①①①    ウウウオオオーーーキキキンンングググ（（（wwwaaalllkkkiiinnnggg）））（（（やややややや早早早歩歩歩ききき：：：sss lll iiiggghhhttt lllyyy   fffaaasssttt    wwwaaalllkkk）））444000 分分分（（（約約約 111666000hhhcccaaalll）））    

            ②②②    筋筋筋力力力強強強化化化運運運動動動（（（mmmuuussscccllleee    ssstttrrreeennngggttthhheeennniiinnnggg   eeexxxeeerrrccciii ssseee）））（（（筋筋筋トトトレレレ：：：mmmuuussscccuuulllaaarrr    eeexxxeeerrrccciii ssseee）））   

                     222000 分分分（（（約約約    888000kkkcccaaalll）））    

            ③③③    軽軽軽いいい運運運動動動（（（ lll iiiggghhhttt    eeexxxeeerrrccciiissseee）））（（（ススストトトレレレッッッチチチ（（（ ssstttrrreeeccchhhiiinnnggg）））：：：なななどどど））） 333000 分分分（（（約約約    333000   
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                     分分分）））    

      合合合計計計 999000 分分分ででで約約約 333222000kkkcccaaalll 消消消費費費ででできききるるるここことととににになななるるる ...       

      一一一般般般的的的ななな運運運動動動プププロロログググラララムムム（（（ eeexxxeeerrrccciii ssseee    ppprrrooogggrrraaammm）））（（（表表表 555...    一一一般般般的的的ななな運運運動動動プププロロログググラララムムム）））      

      ははは ,,,    準準準備備備運運運動動動（（（wwwaaarrrmmmiiinnnggg   uuuppp）））（（（ケケケガガガををを防防防ぐぐぐ目目目的的的ととと運運運動動動中中中のののエエエネネネルルルギギギーーー効効効率率率（（（ eeennneeerrrgggyyy   

      eeefff fff iiiccciiieeennncccyyy）））ををを高高高めめめるるる））） ,,,    主主主運運運動動動（（（mmmaaaiiinnn   eeexxxeeerrrccciiissseee）））（（（運運運動動動プププロロログググラララムムムででで中中中心心心とととなななるるる    

   目目目的的的ににに合合合わわわせせせたたた運運運動動動）））,,,    整整整理理理運運運動動動（（（ cccoooooolll    dddooowwwnnn）））（（（疲疲疲労労労回回回復復復：：：rrreeecccooovvveeerrryyy   fffrrrooommm   eeexxxhhhaaauuusssttt iiiooonnn   

   ののの促促促進進進ややや神神神経経経ををを休休休めめめるるる働働働ききき）））かかかららら構構構成成成ささされれれるるる ...       

         運運運動動動プププロロログググラララムムムははは ,,,    個個個人人人ににに及及及ぼぼぼすすす運運運動動動ののの効効効果果果（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    eeefff fffeeecccttt）））ににに着着着目目目しししててて作作作成成成    

               ささされれれるるるのののははは当当当然然然ででであああるるるががが ,,,    運運運動動動ののの実実実施施施ががが継継継続続続ででできききなななけけけれれればばば高高高いいい効効効果果果ははは期期期待待待でででききき    

               ななないいい ...    従従従っっっててて ,,,    運運運動動動ののの継継継続続続実実実施施施（（（ cccooonnnttt iiinnnuuuooouuusss    eeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt）））にににつつつななながががるるるよよようううななな運運運動動動    

               プププロロログググラララムムムののの作作作成成成ががが重重重要要要ででであああるるる ...       

         333...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動    

            111))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動とととははは    

                     運運運動動動ににに必必必要要要なななエエエネネネルルルギギギーーーははは ,,,    酸酸酸素素素ををを必必必要要要とととしししななないいい代代代謝謝謝（（（無無無酸酸酸素素素過過過程程程：：：    

   aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc    ppprrroooccceeessssss ,,,    AAATTTPPP---PPPCCC 系系系 ,,,    乳乳乳酸酸酸系系系：：： lllaaacccttt iiiccc    aaaccciiiddd   sssyyysssttteeemmm）））ととと酸酸酸素素素ををを必必必要要要とととすすするるる    

   代代代謝謝謝（（（有有有酸酸酸素素素過過過程程程 aaaeeerrrooobbbiiiccc    ppprrroooccceeessssss：：：；；；有有有酸酸酸素素素系系系：：： aaaeeerrrooobbbiiiccc    sssyyysssttteeemmm）））ににによよよっっっててて供供供給給給    

   ささされれれるるるががが ,,,    こここれれれらららののの過過過程程程ははは独独独立立立しししたたたももものののででではははなななくくく ,,,    連連連続続続しししたたたももものののででであああるるる（（（図図図    

                     444333））） ...    エエエネネネルルルギギギーーー供供供給給給ののの無無無酸酸酸素素素過過過程程程ととと有有有酸酸酸素素素過過過程程程 ))) ...       

   比比比較較較的的的軽軽軽いいい運運運動動動ににに必必必要要要なななエエエネネネルルルギギギーーーははは ,,,    有有有酸酸酸素素素過過過程程程でででまままかかかなななわわわれれれるるるががが ,,,    運運運    

                     動動動ののの強強強さささがががあああるるる程程程度度度以以以上上上ににになななるるるととと無無無酸酸酸素素素過過過程程程ににに依依依存存存しししてててくくくるるる ...    無無無酸酸酸素素素過過過程程程ににに    

                     依依依存存存すすするるる割割割合合合ががが高高高くくくなななるるるととと ,,,    血血血中中中（（（ bbblllooooooddd）））ににに乳乳乳酸酸酸ががが蓄蓄蓄積積積ししし始始始めめめるるる（（（図図図 444444...    運運運    

                     動動動強強強度度度ととと血血血中中中乳乳乳酸酸酸濃濃濃度度度））） ...       

                     急急急激激激ににに乳乳乳酸酸酸ががが蓄蓄蓄積積積ししし始始始めめめるるるとととここころろろををを LLLTTT   (((LLLaaaccctttaaattteee    TTThhhrrreeessshhhooolllddd;;;    LLLTTT)))    ととと呼呼呼ぶぶぶ ...       

                     LLLTTT ががが現現現れれれるるる運運運動動動ののの強強強さささははは ,,,    血血血中中中ののの乳乳乳酸酸酸濃濃濃度度度（（（ bbblllooooooddd   lllaaacccttt iiiccc    aaaccciiiddd   cccooonnnccceeennntttrrraaattt iiiooonnn）））ががが    

                     継継継続続続的的的ににに上上上昇昇昇すすするるるここことととなななくくく行行行ううう事事事がががででできききるるる最最最高高高ののの運運運動動動強強強度度度（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    

                     iiinnnttteeennnsss iii tttyyy）））ををを指指指すすす ...    普普普通通通ののの成成成人人人ののの場場場合合合 ,,,    LLLTTT はははそそそののの人人人ののの最最最大大大能能能力力力（（（最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取    

                     量量量：：： ,,,    VVV
・・・

ooo 222mmmaaaxxx）））ののの 444555   –––   666000%%% VVV
・・・

ooo 222mmmaaaxxx 位位位ののの運運運動動動強強強度度度ででで現現現れれれるるる ...       

   有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動（（（AAAeeerrrooobbbiiiccc    EEExxxeeerrrccciiissseee）））とととははは    

   ①①①運運運動動動ににに必必必要要要なななエエエネネネルルルギギギーーーががが主主主とととしししててて有有有酸酸酸素素素過過過程程程でででまままかかかなななわわわれれれ ,,,    乳乳乳酸酸酸ののの急急急    

                           激激激ななな蓄蓄蓄積積積ががが見見見ららられれれななないいい運運運動動動 ,,,    つつつまままりりり ,,,    LLLTTT 強強強度度度以以以下下下ののの運運運動動動ををを有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動    

                           ととと云云云ううう ...       

   ②②②従従従っっっててて ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動とととははは ,,,    そそそののの運運運動動動ににに必必必要要要ななな酸酸酸素素素（（（ oooxxxyyygggeeennn）））ががが十十十分分分にににかかか    

   らららだだだののの中中中ににに取取取りりり入入入れれれららられれれるるるよよようううななな軽軽軽いいい運運運動動動ででで ,,,    比比比較較較的的的長長長時時時間間間続続続けけけららられれれるるる    

   よよようううななな運運運動動動ででであああるるる ...       
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   逆逆逆ににに ,,,    LLLTTT 強強強度度度以以以上上上ののの運運運動動動ははは ,,,    そそそののの運運運動動動ににに必必必要要要ななな酸酸酸素素素ががが有有有酸酸酸素素素過過過程程程だだだけけけででで    

   はははまままかかかななないいいきききれれれずずずににに ,,,    無無無酸酸酸素素素過過過程程程ががが加加加わわわっっってててくくくるるるのののででで乳乳乳酸酸酸ががが高高高濃濃濃度度度（（（ hhhiiiggghhh   

                           cccooonnnccceeennntttrrraaattt iiiooonnn）））ににに蓄蓄蓄積積積すすするるる ...    こここのののよよようううななな運運運動動動ははは ,,,    無無無酸酸酸素素素性性性運運運動動動（（（ aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc       

                           eeexxxeeerrrccciiissseee）））ととといいいううう ...       

      222))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの特特特徴徴徴    

   ①①①    血血血圧圧圧（（（ bbblllooooooddd   ppprrreeessssssuuurrreee）））ががが危危危険険険なななほほほどどど上上上昇昇昇しししななないいい    

   ②②②    心心心筋筋筋（（（ cccaaarrrdddiiiaaaccc   mmmuuussscccllleee）））ががが酸酸酸素素素不不不足足足（（（ oooxxxyyygggeeennn   dddeeefff iiiccciiieeennncccyyy）））ににになななりりりにににくくくいいい    

   ③③③    熱熱熱ががが体体体外外外にににでででるるるのののででで、、、うううつつつ熱熱熱（（（ hhheeeaaattt    aaaccccccuuummmuuulllaaattt iiiooonnn）））状状状態態態ににになななりりりにににくくくいいい    

   ④④④    筋筋筋へへへののの負負負担担担ががが軽軽軽くくく ,,,    障障障害害害（（（ dddaaammmaaagggeee）））ががが起起起こここりりりにににくくくいいい    

   ⑤⑤⑤    精精精神神神的的的ににに余余余裕裕裕のののあああるるる運運運動動動強強強度度度ででであああるるる    

   ⑥⑥⑥    運運運動動動ををを長長長くくく続続続けけけららられれれ ,,,    エエエネネネルルルギギギーーーののの消消消費費費量量量（（（ eeennneeerrrgggyyy   cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn）））ががが多多多いいい    

   ⑦⑦⑦    最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ががが高高高めめめららられれれるるる    

   ⑧⑧⑧    運運運動動動不不不足足足（（（ hhhyyypppoookkkiiinnneeettt iiiccc）））ががが予予予防防防ででできききるるる    

      333))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの条条条件件件とととそそそののの効効効果果果    

   有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ははは ,,,    健健健康康康にににとととっっっててて良良良いいい効効効果果果をををもももたたたらららすすすととといいいううう共共共通通通認認認識識識がががあああ    

るるる ...しししかかかししし ,,,    運運運動動動はははかかからららだだだににに対対対すすするるる刺刺刺激激激（（（ sssttt iiimmmuuulllaaattt iiiooonnn）））ででであああるるるたたためめめ ,,,    そそそののの刺刺刺激激激    

ががが適適適度度度（（（mmmooodddeeerrraaattteee）））ででであああれれればばば効効効果果果ははは期期期待待待ででできききるるるががが ,,,    弱弱弱すすすぎぎぎれれればばば十十十分分分ななな効効効果果果ははは    

期期期待待待ででできききずずず ,,,    逆逆逆ににに強強強すすすぎぎぎるるるととと健健健康康康ををを害害害すすするるる場場場合合合がががあああるるる ...    効効効果果果ががが大大大きききくくく ,,,    安安安全全全    

ににに運運運動動動ををを行行行うううにににははは ,,,    一一一定定定ののの条条条件件件ががが必必必要要要ででであああるるる ...       

そそそののの条条条件件件ははは ,,,    ①①①運運運動動動ののの強強強さささ（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    iiinnnttteeennnsss iii tttyyy））） ,,,    ②②② 111 回回回ににに続続続けけけるるる運運運動動動ののの持持持続続続    

時時時間間間（（（ ddduuurrraaattt iiiooonnn   ooofff    ttthhheee   eeexxxeeerrrccciiissseee））） ,,,    ③③③定定定期期期的的的ににに繰繰繰りりり返返返すすす運運運動動動ののの回回回数数数（（（ nnnuuummmbbbeeerrr    ooofff       

ttt iiimmmeeesss    ooofff    ttthhheee   eeexxxeeerrrccciiissseee））） ,,,    ④④④有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの種種種類類類（（（ kkkiiinnnddd   ooofff    ttthhheee   eeexxxeeerrrccciiissseee）））なななどどどででであああ    

るるる ...       

(((111)))    運運運動動動強強強度度度ののの条条条件件件    

   運運運動動動時時時にににははは ,,,    そそそののの運運運動動動ににに必必必要要要ななな酸酸酸素素素ををを取取取りりり込込込みみみ ,,,    かかからららだだだののの各各各所所所ににに輸輸輸送送送すすす    

   るるるたたためめめ ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（ oooxxxyyygggeeennn   iiinnntttaaakkkeee））） ,,,    心心心拍拍拍数数数（（（ hhheeeaaarrrttt    rrraaattteee））） ,,,    毎毎毎分分分心心心拍拍拍出出出    

                                 量量量（（（ cccaaarrrdddiiiaaaccc   mmmiiinnnuuuttteee    ooouuutttpppuuuttt）））,,,    111 回回回拍拍拍出出出量量量（（（ ssstttrrroookkkeee   vvvooollluuummmeee）））なななどどどががが増増増加加加すすするるる ...    運運運    

                                 動動動強強強度度度ががが高高高まままるるるととと ,,,    そそそれれれににに比比比例例例しししててて酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ととと心心心拍拍拍数数数ももも高高高まままるるる（（（図図図 444555...       

                                 運運運動動動ののの強強強さささととと心心心拍拍拍数数数 ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの関関関係係係））） ...       

                                 従従従っっっててて ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（ oooxxxyyygggeeennn   iiinnntttaaakkkeee：：： VVV
・・・

ooo222）））ももも心心心拍拍拍数数数（（（ hhheeeaaarrrttt    rrraaattteee：：：HHHRRR）））    

                                 ももも運運運動動動強強強度度度ののの指指指標標標とととなななりりりうううるるる ...    但但但ししし ,,,    HHHRRR ははは低低低強強強度度度（（（ lllooowww   iiinnnttteeennnsss iii tttyyy）））（（（ 111000000 拍拍拍    

      ///分分分）））でででははは運運運動動動強強強度度度ととと比比比例例例関関関係係係（（（ ppprrrooopppooorrrttt iiiooonnnaaalll    rrreeelllaaattt iiiooonnn）））ががが成成成立立立しししななないいい ...       

         aaa...    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ををを強強強度度度ののの指指指標標標とととすすするるる    

   酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量とととははは ,,,    そそそののの運運運動動動ににに必必必要要要なななエエエネネネルルルギギギーーーををを生生生みみみ出出出すすすのののににに使使使わわわ    



 37 

                                             れれれるるる酸酸酸素素素量量量（（（ oooxxxyyygggeeennn   cccooonnnttteeennnttt）））ででであああるるる ...    酸酸酸素素素 111ℓℓℓががが摂摂摂取取取ささされれれるるるととと 444...888222   kkkcccaaalll    

                                             のののエエエネネネルルルギギギーーーががが運運運動動動ににに使使使わわわれれれるるるここことととににになななるるる ...    もももうううこここれれれ以以以上上上強強強いいい運運運    

                                             動動動ははは行行行えええななないいいととといいいううう限限限界界界状状状態態態（（（ cccrrriii ttt iiicccaaalll    ssstttaaattteee）））ににになななるるるととと酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは    

                                             そそそれれれ以以以上上上増増増加加加しししななないいい ...    こここののの時時時ののの酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ををを最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量    

                                          （（（mmmaaaxxxiiimmmuuummm   oooxxxyyygggeeennn   iiinnntttaaakkkeee:::    VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx）））ととと云云云いいい ,,,    そそそののの人人人ががが運運運動動動中中中ににに取取取りりり入入入    

                                             れれれるるるここことととがががででできききるるる酸酸酸素素素量量量ののの 111 分分分間間間ののの最最最大大大値値値（（（mmmaaaxxxiiimmmuuummm   vvvaaallluuueee）））ををを意意意味味味    

                                             すすするるる ...       

   運運運動動動強強強度度度ををを最最最ももも正正正確確確ににに表表表すすす方方方法法法ははは ,,,    そそそののの人人人ののの最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ををを測測測定定定    

                                             しししててて運運運動動動中中中ののの酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ががが最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの何何何%%%ににに相相相当当当しししててていいいるるる    

                                             かかかををを計計計算算算すすするるるここことととででであああるるる（（（相相相対対対強強強度度度 rrreeelllaaattt iiivvveee   iiinnnttteeennnsss iii tttyyy：：：%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx））） ...       

   例例例えええばばば ,,,    VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx ががが 444000mmmlll ///kkkggg///mmmiiinnn ののの人人人がががジジジョョョギギギンンングググしししたたた時時時ののの VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx   

                                             ががが 222444mmmlll ででであああっっったたたとととすすするるるととと ,,,    そそそのののジジジョョョギギギンンングググははは ,,,    こここののの人人人ののの VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx ののの    

                                             666000%%%ににに相相相当当当すすするるる強強強さささととと云云云うううここことととににになななるるる ...       

   弱弱弱すすすぎぎぎるるるととと十十十分分分ななな効効効果果果ががが期期期待待待ででできききななないいいのののででで ,,,    そそそののの限限限界界界ををを有有有効効効限限限界界界    

      （（（ eeefff fffeeecccttt iiivvveee   lll iiimmmiii ttt）））とととすすするるるととと ,,,    そそそののの強強強さささははは 555000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx ににに相相相当当当すすするるる ...       

   強強強すすすぎぎぎるるるととと機機機能能能的的的ににに破破破綻綻綻すすするるる可可可能能能性性性がががあああるるるたたためめめ ,,,    そそそののの限限限界界界ををを安安安全全全限限限    

                                             界界界（（（ sssaaafffeeetttyyy   lll iiimmmiii ttt）））とととすすするるるととと ,,,    そそそののの強強強さささははは 777000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx ににに相相相当当当すすするるる ...       

   従従従っっっててて ,,,    安安安全全全ででで ,,,    効効効果果果ががが期期期待待待ででできききるるる有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの強強強度度度ははは ,,,    555000%%%   ~~~      

                                             777000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx   ののの範範範囲囲囲内内内ででであああるるる ...       

   しししかかかししし ,,,    VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx ややや運運運動動動中中中ののの VVV
・・・

ooo222    ををを測測測定定定すすするるるここことととははは容容容易易易ででではははななないいい ...       

                                             そそそこここででで ,,,    心心心拍拍拍数数数かかかららら運運運動動動強強強度度度ををを知知知るるるここことととがががででできききるるる ...       

               bbb...    心心心拍拍拍数数数ををを強強強度度度ののの指指指標標標とととすすするるる    

         心心心拍拍拍数数数（（（ hhheeeaaarrrttt    rrraaattteee）））とととははは ,,,    111 分分分間間間ののの心心心臓臓臓ののの拍拍拍動動動数数数（（（ ssspppooonnntttaaannneeeooouuusss）））のののこここ    

                                             とととでででああありりり ,,,    実実実際際際にににははは心心心電電電図図図（（（ eeellleeeccctttrrrooocccaaarrrdddiiiooogggrrraaammm:::    EEECCCGGG:::心心心臓臓臓ののの収収収縮縮縮ととと弛弛弛    

                                             緩緩緩ででで生生生じじじるるる電電電気気気信信信号号号（（（ eeellleeeccctttrrriiicccaaalll    sss iiigggnnnaaalll）））ををを波波波形形形（（（wwwaaavvveeefffooorrrmmm）））にににしししたたた図図図    

                                             444666...    心心心電電電図図図ののの基基基本本本波波波形形形ののの RRR 波波波ののの 111 分分分間間間ののの数数数ででであああるるる ...       

                                             HHHRRR ももも VVV
・・・

ooo222    ととと同同同様様様にににいいいくくくららら運運運動動動ををを強強強くくくしししてててもももこここれれれ以以以上上上 HHHRRR ががが増増増えええななな    

                                             いいいととといいいううう点点点がががあああるるる ...    こここののの点点点ををを最最最大大大心心心拍拍拍数数数（（（HHHRRR   mmmaaaxxx）））ととと云云云いいい ,,,    VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx   

                                             ののの時時時ののの HHHRRR ででであああるるる ...       

         HHHRRR   mmmaaaxxx ははは ,,,    年年年齢齢齢ととと共共共ににに低低低下下下すすするるるのののででで ,,,    （（（ 222222000   –––   年年年齢齢齢）））でででおおおおおおよよよそそそ推推推    

                                             定定定すすするるるここことととがががででできききるるる ...       

         例例例えええばばば ,,,    555000 歳歳歳ののの人人人でででははは ,,,    222222000   –––   555000   ===111777000 拍拍拍とととががが HHHRRR   mmmaaaxxx   とととなななりりり ,,,    222000 歳歳歳ののの    

                                             人人人ははは 222000000拍拍拍ととと云云云うううここことととににになななるるる ...    こここののの    HHHRRR   mmmaaaxxxををを 111000000とととしししててて ,,,    運運運動動動中中中ののの    

                                             HHHRRRががが HHHRRR   mmmaaaxxxののの何何何%%%ににに相相相当当当すすするるるかかかををを計計計算算算しししててて ,,,    そそそののの運運運動動動ののの強強強さささををを表表表    
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                                             すすす ...    しししかかかししし ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ををを使使使っっっててて表表表しししたたた運運運動動動ののの強強強さささににに近近近似似似さささせせせるるるたたた    

                                             めめめににに ,,,    次次次のののよよようううななな計計計算算算式式式ををを用用用いいいるるる ...          

         [[[    (((運運運動動動中中中ののの HHHRRR   –––   安安安静静静時時時ののの HHHRRR)))    ÷÷÷（（（HHHRRR   mmmaaaxxx   –––   安安安静静静時時時ののの HHHRRR））） ]]]××× 111000000   

         例例例えええばばば ,,,    555000 歳歳歳ののの人人人ががが 111222000 拍拍拍でででジジジョョョギギギンンングググをををしししたたたとととすすするるる（（（安安安静静静時時時：：：    

                                             rrreeesssttt iiinnnggg ののの HHHRRR ははは 777000 拍拍拍）））...    つつつまままりりり ,,,    [[[ (((111222000---777000)))    ///    (((111777000---777000)))]]]××× 111000000   ===   555000%%%   とととななな    

                                             るるる ...    しししかかかししし ,,,    運運運動動動中中中ののの脈脈脈拍拍拍（（（ pppuuulllssseee）））ををを測測測定定定すすするるるのののははは困困困難難難ででであああるるるたたためめめ ,,,       

         運運運動動動中中中ののの脈脈脈拍拍拍数数数＝＝＝（（（運運運動動動直直直後後後ののの 111000 秒秒秒間間間ののの脈脈脈拍拍拍××× 666   ）））××× 111...111   ででで求求求めめめるるる ...       

         脈脈脈拍拍拍数数数ははは ,,,    側側側頭頭頭動動動脈脈脈（（（ ttteeemmmpppooorrraaalll    aaarrrttteeerrryyy））） ,,,    頸頸頸動動動脈脈脈（（（ cccaaarrrooottt iiiddd   aaarrrttteeerrryyy））） ,,,    撓撓撓    

         骨骨骨動動動脈脈脈（（（ rrraaadddiiiaaalll    aaarrrttteeerrryyy）））なななどどどににに指指指先先先ををを軽軽軽くくく当当当てててててて測測測定定定すすするるる（（（図図図 444777...    脈脈脈    

                                             拍拍拍ののの測測測定定定（（（第第第三三三指指指ののの指指指腹腹腹ででで測測測定定定））） ...       

                                             つつつまままりりり ,,,    運運運動動動強強強度度度はははそそそののの人人人ののの最最最大大大能能能力力力ののの何何何%%%ににに相相相当当当すすするるるかかかででで表表表すすす ...       

                                             具具具体体体的的的にににははは ,,,    最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの何何何%%%（（（%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx）））かかか ,,,    或或或ははは最最最大大大心心心拍拍拍    

                                             数数数ののの何何何%%%（（（%%%HHHRRR   mmmaaaxxx）））かかかににによよよっっっててて表表表すすすここことととににになななるるる ...       

               運運運動動動ははは弱弱弱すすすぎぎぎるるるととと十十十分分分ななな効効効果果果ががが得得得ららられれれずずず ,,,    強強強すすすぎぎぎるるるととと健健健康康康障障障害害害（（（ iii lll lll    

                     hhheeeaaalll ttthhh）））をををもももたたたらららすすす危危危険険険性性性（（（ rrriiissskkk）））がががあああるるる ...       

               明明明らららかかかななな効効効果果果ががが期期期待待待ででできききるるる運運運動動動強強強度度度のののうううちちち ,,,    最最最ももも低低低いいい強強強さささををを有有有効効効限限限    

                                             界界界（（（ eeefff fffeeecccttt iiivvveee   lll iiimmmiii ttt）））とととししし ,,,    ここここここまままでででなななららら安安安全全全ととといいいううう上上上限限限ののの強強強さささををを安安安全全全    

                                             限限限界界界（（（ sssaaafffeeetttyyy   lll iiimmmiii ttt）））とととすすするるる ...    従従従っっっててて ,,,    適適適度度度ななな運運運動動動強強強度度度ははは ,,,    有有有効効効限限限界界界ととと    

                                             安安安全全全限限限界界界ののの間間間にににあああるるる（（（図図図 444888...    安安安全全全限限限界界界ととと有有有効効効限限限界界界））） ...       

               具具具体体体的的的にににははは ,,,       

         ●●●有有有効効効限限限界界界：：： 555000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx；；； 666000%%%   HHHRRR   mmmaaaxxx   

         ●●●安安安全全全限限限界界界：：： 777000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx；；； 888000%%%   HHHRRR   mmmaaaxxx   

         有有有効効効限限限界界界以以以下下下ののの強強強度度度でででははは ,,,    一一一過過過性性性ののの効効効果果果ははは得得得ららられれれてててももも効効効果果果ののの蓄蓄蓄積積積ははは    

                                             小小小さささくくく ,,,    安安安全全全限限限界界界以以以上上上ののの強強強度度度でででははは ,,,    心心心臓臓臓ををを刺刺刺激激激すすするるるアアアドドドレレレナナナリリリンンン       

                                          （（（ aaadddrrreeennnaaalll iiinnn）））なななどどどのののホホホルルルモモモンンンががが過過過剰剰剰ににに分分分泌泌泌ささされれれててて不不不整整整脈脈脈（（（ arrhythmia）））   

                                             ををを起起起こここししし ,,,    心心心筋筋筋梗梗梗塞塞塞（（（ cccaaarrrdddiiiaaaccc   iiinnnfffaaarrrcccttt iiiooonnn）））ののの誘誘誘因因因ににになななるるる ...       

         有有有効効効限限限界界界ににに相相相当当当すすするるる脈脈脈拍拍拍数数数ははは HHHRRR   mmmaaaxxx××× 000...666,,,    安安安全全全限限限界界界ににに相相相当当当すすするるる脈脈脈    

                                             拍拍拍数数数ははは HHHRRR   mmmaaaxxx××× 000...888 とととしししててて算算算出出出ささされれれるるる ...       

(((222))) ...    111 回回回ににに続続続けけけるるる運運運動動動ののの持持持続続続時時時間間間ののの条条条件件件    

      VVV
・・・

ooo 222    mmmaaaxxx ののの 777000%%%ににに相相相当当当すすするるる有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ををを実実実施施施しししたたたとととしししてててももも ,,,    運運運動動動開開開    

      始始始直直直後後後ののの 333   –––   555 分分分間間間ははは ,,,    そそそののの運運運動動動ににに必必必要要要ななな酸酸酸素素素量量量ががが十十十分分分にににははは供供供給給給ささされれれななな    

                                    いいい（（（つつつまままりりり ,,,    OOO222   dddeeefff iiiccciii ttt ででで ,,,    こここののの間間間ははは無無無酸酸酸素素素性性性エエエネネネルルルギギギーーーででで運運運動動動せせせざざざるるるををを    

                                    えええななないいいたたためめめ ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動にににななならららななないいい）））...    従従従っっっててて ,,,    555 分分分以以以内内内ででで運運運動動動ををを止止止めめめ    

                                    るるるととと有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ででではははななないいい ...       
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●●●安安安全全全限限限界界界以以以下下下ののの運運運動動動強強強度度度ででであああれれればばば ,,,    そそそののの後後後 ,,,    酸酸酸素素素ががが十十十分分分ににに補補補給給給ささされれれ ,,,       

      そそそののの運運運動動動ににに必必必要要要ななな酸酸酸素素素量量量ががが確確確保保保ささされれれるるる（（（こここののの状状状態態態ををを定定定常常常状状状態態態 sssttteeeaaadddyyy      

ssstttaaattteee ととと云云云ううう））） ...    こここれれれ以以以上上上 ,,,    運運運動動動強強強度度度ががが強強強いいいととと ,,,    酸酸酸素素素ののの供供供給給給ががが完完完全全全ににに行行行    

                                          わわわれれれずずず ,,,    定定定常常常状状状態態態ははは成成成立立立しししななないいい（（（図図図 444999...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動時時時ののの酸酸酸素素素摂摂摂取取取    

                                          量量量曲曲曲線線線））） ...       

●●●ヒヒヒトトトのののかかからららだだだににに備備備わわわっっっててていいいるるる呼呼呼吸吸吸（（（ rrreeessspppiiirrraaattt iiiooonnn）））・・・循循循環環環系系系機機機能能能    

   （（（ cccaaarrrdddiiiooovvvaaassscccuuulllaaarrr   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ははは定定定常常常状状状態態態でででフフフルルル稼稼稼働働働すすするるる ...    従従従っっっててて ,,,    そそそののの運運運    

                                          動動動ににに必必必要要要ななな酸酸酸素素素量量量ががが十十十分分分ににに確確確保保保ささされれれるるるよよようううななな刺刺刺激激激とととしししてててののの運運運動動動ががが    

                                          呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環系系系機機機能能能ををを強強強化化化すすするるるのののででで ,,,    こここのののよよようううななな運運運動動動ののの定定定期期期的的的ななな繰繰繰りりり    

                                          返返返しししででで運運運動動動ののの効効効果果果ははは期期期待待待ででできききるるる ...       

こここのののよよようううななな定定定常常常状状状態態態ははは最最最低低低でででももも 111000 分分分間間間継継継続続続ささされれれるるるここことととががが望望望ままましししいいい    

のののででで ,,,    最最最低低低ののの運運運動動動持持持続続続時時時間間間ははは 111555 分分分ととと云云云うううここことととににになななるるる ...    まままたたた ,,,    定定定常常常状状状    

                                          態態態でででははは ,,,    時時時間間間ががが長長長くくくなななれれればばばなななるるるほほほどどど ,,,    脂脂脂肪肪肪（（（ fffaaattt）））ががが運運運動動動のののエエエネネネルルルギギギ    

                                          ーーー源源源とととしししててて多多多くくく使使使わわわれれれ ,,,    運運運動動動ににによよよるるるエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量（（（ eeennneeerrrgggyyy   

                                          cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn）））ももも増増増えええるるる（（（図図図 555000...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ででで使使使わわわれれれるるるエエエネネネルルルギギギーーー    

                                          源源源））） ...       

                                          例例例えええばばば ,,,    歩歩歩行行行運運運動動動（（（wwwaaalllkkkiiinnnggg   eeexxxeeerrrccciiissseee）））でででははは ,,,    歩歩歩行行行開開開始始始時時時ににに糖糖糖質質質    

   （（（ cccaaarrrbbbooohhhyyydddrrraaattteee））） 666 ににに対対対しししててて脂脂脂肪肪肪 444 ののの割割割合合合でででエエエネネネルルルギギギーーーとととしししててて利利利用用用さささ    

                                          れれれるるるががが（（（酸酸酸素素素不不不足足足：：： oooxxxyyygggeeennn   dddeeefff iiiccciiieeennncccyyy のののたたためめめ））） ,,,    222000 分分分ををを過過過ぎぎぎるるる頃頃頃かかかららら    

糖糖糖質質質ととと脂脂脂肪肪肪ははは半半半分分分ずずずつつつ使使使わわわれれれ ,,,    そそそののの後後後ははは少少少しししずずずつつつ脂脂脂肪肪肪ののの使使使わわわれれれるるる割割割    

                                          合合合ががが多多多くくくなななるるる（（（酸酸酸素素素ががが十十十分分分ににに補補補給給給ささされれれるるるかかかららら））） ...       

効効効果果果ががが期期期待待待ででできききるるる運運運動動動ののの持持持続続続時時時間間間ははは ,,,    運運運動動動強強強度度度ががが関関関係係係すすするるるのののででで ,,,    持持持    

続続続時時時間間間ははは ,,,    運運運動動動強強強度度度とととののの積積積ででで考考考えええるるるべべべきききででであああるるる ...       

一一一般般般ににに ,,,    呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環器器器系系系ををを強強強化化化しししててて呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環器器器系系系ををを強強強化化化しししててて体体体力力力    

                                          ををを高高高めめめ ,,,    生生生活活活習習習慣慣慣病病病ののの症症症状状状ををを軽軽軽減減減さささせせせるるる効効効果果果ををを期期期待待待すすするるるのののででであああれれればばば ,,,       

                                          以以以下下下のののよよようううななな強強強さささととと時時時間間間ののの組組組みみみ合合合わわわせせせががが必必必要要要ででであああろろろううう ...       

＊＊＊安安安全全全限限限界界界ぎぎぎりりりぎぎぎりりりののの強強強度度度（（（ 777000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx;;;    888000%%%HHHRRRmmmaaaxxx）））＊＊＊ 111555 分分分間間間    

＊＊＊有有有効効効限限限界界界ぎぎぎりりりぎぎぎりりりののの強強強度度度（（（ 555000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx;;;    666000%%%HHHRRRmmmaaaxxx）））＊＊＊ 666000 分分分間間間    

＊＊＊そそそののの中中中間間間ののの強強強度度度 （（（ 666000%%% VVV
・・・

ooo222    mmmaaaxxx;;;    777000%%%HHHRRRmmmaaaxxx）））＊＊＊ 333000 分分分間間間    

(((333))) ...    定定定期期期的的的ににに繰繰繰りりり返返返すすす運運運動動動回回回数数数ののの条条条件件件    

      ●●●    111 週週週間間間ににに 111 回回回ののの実実実施施施でででははは効効効果果果ははは蓄蓄蓄積積積しししななないいい ...       

      ●●●    111 週週週間間間ににに 222 回回回（（（ 333 日日日ににに 111 回回回）））ののの実実実施施施でででははは ,,,    効効効果果果ははは蓄蓄蓄積積積すすするるるががが大大大きききくくくははは    

                                             ななないいい ...       

      ●●●    111 週週週間間間ににに 333 回回回（（（ 111 日日日置置置ききき）））ののの実実実施施施でででははは ,,,    十十十分分分ななな効効効果果果ががが蓄蓄蓄積積積すすするるる ...       
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      こここののの程程程度度度ののの運運運動動動ででであああれれればばば毎毎毎日日日ののの実実実施施施ががが理理理想想想ででであああるるるががが ,,,    最最最低低低でででももも 111 日日日置置置    

                                    きききににに週週週 333 回回回ののの実実実施施施ででで効効効果果果ははは期期期待待待ででできききるるる（（（図図図 555111...    運運運動動動ののの頻頻頻度度度ととと効効効果果果））） ...       

(((444))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの種種種類類類    

      有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動（（（定定定常常常状状状態態態ががが成成成立立立すすするるる運運運動動動）））ででであああれれればばば ,,,    どどどのののよよようううななな運運運動動動ででで    

                                    ももも構構構わわわななないいい ...    しししかかかししし ,,,    長長長期期期間間間にににわわわたたたっっっててて継継継続続続実実実施施施（（（ cccooonnnttt iiinnnuuuooouuusss       

   eeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt）））ででできききるるる種種種類類類ののの運運運動動動ででであああるるるここことととががが必必必要要要ででであああるるる ...    そそそのののたたためめめににに    

   ははは ,,,    日日日常常常生生生活活活（（（ dddaaaiii lllyyy   lll iii fffeee）））ののの中中中ににに手手手軽軽軽ににに取取取りりり入入入れれれららられれれるるる運運運動動動 ,,,    歩歩歩行行行運運運動動動

（（（wwwaaalllkkkiiinnnggg   eeexxxeeerrrccciiissseee）））    

                                       ががが最最最適適適ででであああるるる ...       

         こここののの歩歩歩行行行運運運動動動ををを効効効果果果ががが期期期待待待ででできききるるる有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの条条条件件件ににに合合合わわわせせせるるるこここ    

                                       とととががが重重重要要要ででであああるるる ...       

         厚厚厚生生生労労労働働働省省省（（（MMMiiinnniiissstttrrryyy   ooofff    HHHeeeaaalll ttthhh,,,    LLLaaabbbooouuurrr   aaannnddd   WWWeeelll fffaaarrreee）））ははは ,,,    日日日本本本人人人ののの多多多くくく    

                                       ががが 111 日日日 222000000   kkkcccaaalll のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費ををを日日日常常常ののの生生生活活活ににに上上上乗乗乗せせせすすすべべべきききででであああるるる    

                                       提提提案案案しししててていいいるるる ...    換換換言言言すすするるるととと ,,,    日日日本本本人人人ののの多多多くくくははは 111日日日 222000000   kkkcccaaalll分分分だだだけけけ運運運動動動ががが    

                                       不不不足足足しししててていいいるるるととと提提提案案案しししててていいいるるるのののででであああるるる ...    具具具体体体的的的にににははは ,,,    222000 歳歳歳代代代ののの青青青年年年ででで ,,,       

                                       111 週週週間間間ののの合合合計計計運運運動動動時時時間間間ををを 111888000 分分分（（（心心心拍拍拍数数数 111333000 拍拍拍程程程度度度）））ををを目目目標標標とととすすすべべべききき    

                                       ででであああるるるととと提提提案案案しししててていいいるるる ...       

                                       つつつまままりりり ,,,    こここののの消消消費費費エエエネネネルルルギギギーーーににに相相相当当当すすするるる運運運動動動をををしししなななけけけれれればばば ,,,    人人人体体体ののの生生生    

                                       理理理機機機能能能（（（ ppphhhyyysss iiiooolllooogggiiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ををを正正正常常常ににに維維維持持持すすするるるここことととがががででできききななないいいこここととと    

                                       ににになななるるる ...       

         そそそこここででで ,,,    こここののの提提提案案案ををを有有有酸酸酸素素素性性性ののの歩歩歩行行行運運運動動動ににに置置置ききき換換換えええてててみみみるるる ...       

         有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの条条条件件件ををを満満満たたたすすすたたためめめ ,,,    運運運動動動強強強度度度ととと持持持続続続時時時間間間ははは以以以下下下のののよよよううう    

                                       ににに設設設定定定すすするるる ...       

                                             ❶❶❶分分分速速速 111000000mmm,,,    111 分分分間間間 111333000 歩歩歩前前前進進進すすするるる強強強度度度とととすすするるる    

               ❷❷❷提提提案案案ささされれれててていいいるるる 111 週週週間間間ののの合合合計計計運運運動動動時時時間間間ををを 111 日日日置置置ききき週週週 333 回回回ににに分分分けけけててて ,,,       

                                                   111 日日日 666000 分分分間間間ののの持持持続続続時時時間間間とととすすするるる ...       

                     111 回回回ののの運運運動動動量量量ををを計計計算算算すすするるるととと ,,,       

                                             ❶❶❶ 111 回回回ににに歩歩歩くくく距距距離離離ががが 666,,,000000000mmm とととなななりりり ,,,    歩歩歩数数数でででははは 777,,,888000000 歩歩歩とととなななるるる ...       

                                             ❷❷❷ 333000 歩歩歩ででで 111   kkkcccaaalll 消消消費費費ささされれれるるるのののででで ,,,    こここののの歩歩歩行行行運運運動動動ででで消消消費費費ささされれれるるるエエエネネネルルル    

                                                   ギギギーーーははは 222666000   kkkcccaaalll とととなななるるる ...       

(((555))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの効効効果果果    

   有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ををを長長長期期期間間間継継継続続続実実実施施施（（（ lllooonnnggg---ttteeerrrmmm   cccooonnnttt iiinnnuuuaaattt iiiooonnn   eeennnfffooorrrccceeemmmeeennnttt）））すすす    

                                 るるるととと ,,,    筋筋筋・・・骨骨骨格格格系系系（（（mmmuuussscccuuulllooo---ssskkkeeellleeetttaaalll    sssyyysssttteeemmm）））・・・呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環系系系    

                              （（（ rrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy---ccciiirrrcccuuulllaaatttooorrryyy   sssyyysssttteeemmm）））（（（肺肺肺：：：llluuunnnggg   ,,,    心心心臓臓臓：：：hhheeeaaarrrttt    ,,,    血血血管管管：：：bbblllooooooddd   vvveeesssssseeelll）））    
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                                 或或或いいいははは糖糖糖・・・脂脂脂質質質代代代謝謝謝（（（ cccaaarrrbbbooohhhyyydddrrraaattteee--- lll iiipppiiiddd   mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm）））（（（糖糖糖尿尿尿病病病：：：dddiiiaaabbbeeettteeesss ,,,    動動動    

                                 脈脈脈硬硬硬化化化：：： aaarrrttteeerrriiiooossscccllleeerrrooosss iiisss なななどどど）））ににに良良良いいい影影影響響響ををを与与与えええるるるととといいいううう共共共通通通認認認識識識がががあああ    

                                 るるる ...       

      aaa...    呼呼呼吸吸吸・・・循循循環環環系系系ににに対対対すすするるる効効効果果果：：：心心心臓臓臓ののの容容容積積積（（（ hhheeeaaarrrttt    vvvooollluuummmeee）））ををを大大大きききくくくししし ,,,       

      心心心筋筋筋線線線維維維（（（ cccaaarrrdddiiiaaaccc   mmmuuussscccllleee    fff iiibbbeeerrr）））ををを太太太くくくすすするるる ...    無無無酸酸酸素素素性性性運運運動動動のののよよようううななな圧圧圧    

                                          負負負荷荷荷（（（ sssyyyssstttooolll iiiccc    ooovvveeerrrllloooaaaddd）））のののかかかかかかるるる運運運動動動でででははは ,,,    心心心筋筋筋ははは肥肥肥大大大すすするるるももものののののの心心心    

                                          容容容積積積ののの肥肥肥大大大ははは小小小さささいいい ...    リリリズズズミミミカカカルルルななな容容容量量量負負負荷荷荷（（（ dddiiiaaassstttooolll iiiccc    ooovvveeerrrllloooaaaddd）））がががかかか    

                                          かかかるるる有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動でででははは ,,,    心心心筋筋筋ののの肥肥肥大大大ととと同同同時時時ににに心心心容容容積積積ももも肥肥肥大大大ししし ,,,    心心心筋筋筋    

                                          ののの毛毛毛細細細血血血管管管網網網（（（ cccaaapppiii lll lllaaarrryyy   pppllleeexxxuuusss）））ををを発発発達達達さささせせせるるる ...    まままたたた ,,,    心心心臓臓臓ににに栄栄栄養養養分分分    

                                       （（（ nnnuuutttrrriiieeennnttt）））ををを供供供給給給すすするるる冠冠冠状状状動動動脈脈脈（（（ cccooorrrooonnnaaarrryyy   aaarrrttteeerrryyy）））ををを太太太くくくししし ,,,    バババイイイパパパススス    

                                       （（（ bbbyyypppaaassssss ,,,    側側側副副副血血血行行行路路路）））をををつつつくくくるるるこここととともももででできききるるる ...    従従従っっっててて ,,,    心心心臓臓臓ののの収収収縮縮縮力力力    

                                       （（（ cccooonnntttrrraaacccttt iiivvveee   fffooorrrccceee）））（（（ 111 回回回拍拍拍出出出量量量；；；）））ががが増増増えええるるるたたためめめ ,,,    心心心拍拍拍数数数ががが低低低下下下すすするるる ...    ままま    

                                          たたた ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ででで使使使用用用しししたたた骨骨骨格格格筋筋筋（（（ ssskkkeeellleeetttaaalll    mmmuuussscccllleee）））ののの毛毛毛細細細血血血管管管    

                                          発発発達達達ししし ,,,    毛毛毛細細細血血血管管管ととと筋筋筋線線線維維維（（（mmmuuussscccllleee    fff iiibbbeeerrr）））とととのののガガガススス交交交換換換（（（ gggaaasss    eeexxxccchhhaaannngggeee）））    

                                          ががが効効効率率率よよよくくく行行行わわわれれれるるるよよようううににになななるるる (((つつつまままりりり ,,,    VVV
・・・

ooo222   mmmaaaxxx ががが向向向上上上すすするるる ))) ...       

      つつつまままりりり ,,,       

                                          少少少ななないいい心心心拍拍拍数数数ででで多多多量量量ののの酸酸酸素素素ををを筋筋筋へへへ輸輸輸送送送すすするるるここことととがががでででききき ,,,    筋筋筋中中中ににに蓄蓄蓄    

                                                積積積しししたたた二二二酸酸酸化化化炭炭炭素素素（（（ cccaaarrrbbbooonnn   dddiiioooxxxiiidddeee）））ややや乳乳乳酸酸酸（（（ lllaaacccttt iiiccc    aaaccciiiddd）））なななどどどののの疲疲疲    

                                                労労労物物物質質質（（（ fffaaattt iiiggguuueee   ssstttuuuffffff）））ををを取取取りりり除除除くくくここことととがががスススムムムーーーズズズににに行行行わわわれれれるるるのののででで ,,,    

                                                運運運動動動ををを楽楽楽にににこここなななすすす体体体力力力（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fff iii tttnnneeessssss）））ががが向向向上上上すすするるる ...       

            まままたたた ,,,             

                                          心心心筋筋筋ののの血血血流流流量量量（（（ bbblllooooooddd   fff lllooowww   vvvooollluuummmeee）））ががが増増増加加加ししし ,,,    心心心筋筋筋へへへののの酸酸酸素素素ややや栄栄栄養養養    

                                                分分分ののの供供供給給給がががスススムムムーーーズズズににに行行行わわわれれれるるるたたためめめ ,,,    心心心筋筋筋ののの酸酸酸素素素不不不足足足（（（ oooxxxyyygggeeennn   

                                                dddeeefff iiiccciiieeennncccyyy）））ををを防防防ぐぐぐここことととがががでででききき ,,,    心心心筋筋筋梗梗梗塞塞塞（（（ cccaaarrrdddiiiaaaccc   iiinnnfffaaarrrcccttt iiiooonnn）））ややや狭狭狭心心心    

                                                症症症（（（ hhheeeaaarrrttt    aaattt tttaaaccckkk）））ののの予予予防防防効効効果果果（（（ ppprrreeevvveeennnttt iiivvveee   eeefff fffeeecccttt）））がががあああるるる ...       

                        bbb...    糖糖糖・・・脂脂脂質質質代代代謝謝謝ににに対対対すすするるる効効効果果果    

         糖糖糖代代代謝謝謝異異異常常常（（（ gggllluuucccooossseee    mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm   dddiiisssooorrrdddeeerrr）））ででであああるるる糖糖糖尿尿尿病病病（（（ dddiiiaaabbbeeettteeesss）））    

                                             ははは ,,,    血血血糖糖糖値値値（（（ bbblllooooooddd   gggllluuucccooossseee    llleeevvveeelll）））ををを調調調節節節すすするるるイイインンンスススリリリンンン（（（ iiinnnsssuuulll iiinnn）））ががが    

                                             十十十分分分ににに機機機能能能せせせずずず ,,,    慢慢慢性性性的的的ななな（（（ ccchhhrrrooonnniiiccc）））高高高血血血糖糖糖状状状態態態（（（ hhhyyypppeeerrrggglllyyyccceeemmmiiiccc    

                                             cccooonnndddiii ttt iiiooonnn）））ががが続続続くくく糖糖糖代代代謝謝謝異異異常常常ででであああるるる ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ををを継継継続続続的的的ににに実実実施施施    

                                             すすするるるととと ,,,    筋筋筋のののイイインンンスススリリリンンン感感感受受受性性性（（（ ssseeennnsss iii ttt iiivvviii tttyyy）））ががが高高高まままりりり ,,,    糖糖糖ののの利利利用用用能能能    

                                             力力力ががが促促促進進進ささされれれててて血血血糖糖糖値値値（（（ bbblllooooooddd   gggllluuucccooossseee    llleeevvveeelll）））ががが正正正常常常ににに維維維持持持ささされれれるるる ...       

         脂脂脂質質質代代代謝謝謝異異異常常常（（（ dddyyysss lll iiipppiiidddaaaeeemmmiiiaaa）））ででであああるるる高高高脂脂脂血血血症症症（（（ hhhyyypppeeerrrlll iiipppeeemmmiiiaaa）））ははは ,,,    血血血    

         中中中（（（ iiinnn   bbblllooooooddd）））のののコココレレレススステテテロロローーールルル（（（ ccchhhooollleeesssttteeerrrooolll）））ややや中中中性性性脂脂脂肪肪肪（（（ tttrrriiiggglllyyyccceeerrriiidddeee   
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                                                ）））ののの濃濃濃度度度ががが異異異常常常ににに高高高いいい状状状態態態ででで ,,,    動動動脈脈脈硬硬硬化化化（（（ aaarrrttteeerrriiiooossscccllleeerrrooosss iiisss）））ののの原原原因因因ととと    

                                             なななるるる ...    血血血中中中のののコココレレレススステテテロロローーールルルややや中中中性性性脂脂脂肪肪肪ははは疎疎疎水水水性性性（（（ hhhyyydddrrroooppphhhooobbbiiiccc）））ででで    

                                             あああるるるたたためめめ ,,,    血血血中中中ののの蛋蛋蛋白白白質質質（（（ ppprrrooottteeeiiinnn）））ととと結結結合合合しししてててリリリポポポ蛋蛋蛋白白白（（（ lll iiipppoooppprrrooottteeeiiinnn）））    

                                             とととしししててて運運運搬搬搬ささされれれるるる ...       

         リリリポポポ蛋蛋蛋白白白ははは ,,,    脂脂脂質質質ののの含含含有有有量量量ににによよよるるる比比比重重重（（（ ssspppeeeccciii fff iiiccc    gggrrraaavvviii tttyyy）））ににによよよっっっててて以以以    

                                             下下下のののよよようううににに分分分類類類ささされれれるるる ...       

                                                            ○○○カカカイイイロロロミミミクククロロロンンン（（（ ccchhhyyylllooommmiiicccrrrooonnn::: 999999%%%ががが中中中性性性脂脂脂肪肪肪,,, ddd<<<000...999444   ggg///cccmmm 333）））    

            ○○○超超超低低低比比比重重重リリリポポポ蛋蛋蛋白白白（（（ vvveeerrryyy   lllooowww   dddeeennnsss iii tttyyy   lll iiipppoooppprrrooottteeeiiinnn:::    VVVLLLDDDLLL,,,    ddd<<<111...000000666   

                                                      ggg///cccmmm 333    ）））    

            ○○○低低低比比比重重重リリリポポポ蛋蛋蛋白白白（（（ lllooowww   dddeeennnsss iii tttyyy   lll iiipppoooppprrrooottteeeiiinnn:::    LLLDDDLLL,,,    111...000111999<<<ddd<<<111...000666333   ggg///cccmmm 333）））   

            ○○○高高高比比比重重重リリリポポポ蛋蛋蛋白白白（（（ hhhiiiggghhh   dddeeennnsss iii tttyyy   lll iiipppoooppprrrooottteeeiiinnn:::    HHHDDDLLL,,,    111,,,000666333<<<ddd<<<111...222111   ggg///cccmmm 333）））   

            ●●●LLLDDDLLL ははは主主主ににに肝肝肝臓臓臓でででつつつくくくららられれれたたたコココレレレススステテテロロローーールルルををを運運運搬搬搬すすするるるががが ,,,    過過過    

                                                      剰剰剰ににになななるるるととと酸酸酸化化化（（（ oooxxxdddaaattt iiiooonnn）））ささされれれててて血血血管管管内内内膜膜膜（（（ vvvaaassscccuuulllaaarrr   iiinnnttt iiimmmaaa）））ななな    

                                                      どどどににに沈沈沈着着着しししててて動動動脈脈脈硬硬硬化化化ををを引引引ききき起起起こここししし ,,,    虚虚虚血血血性性性心心心疾疾疾患患患（（（ iii sssccchhheeemmmiiiccc    

                                                      hhheeeaaarrrttt    dddiiissseeeaaassseee）））ややや脳脳脳血血血管管管疾疾疾患患患（（（ ccceeerrreeebbbrrraaalll    vvvaaassscccuuulllaaarrr   dddiiissseeeaaassseee）））ののの誘誘誘因因因    

                                                   （（（ tttrrriiiggggggeeerrr）））とととなななるるる ...       

            ●●●HHHDDDLLL ははは血血血管管管（（（ bbblllooooooddd   vvveeesssssseeelll）））ににに沈沈沈着着着しししたたた LLLDDDLLL ををを取取取りりり除除除ききき肝肝肝臓臓臓ににに運運運    

                                                      びびびさささるるるたたためめめ ,,,    動動動脈脈脈硬硬硬化化化ををを予予予防防防すすするるる効効効果果果をををもももつつつ ...    

            有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ははは ,,,    主主主ににに脂脂脂肪肪肪ののの分分分解解解エエエネネネルルルギギギーーーででで行行行わわわれれれるるる ...    こここののの    

                                                      脂脂脂肪肪肪分分分解解解（（（ lll iiipppooolllyyysss iiisss）））ににに働働働くくくのののがががリリリポポポ蛋蛋蛋白白白リリリパパパーーーゼゼゼ（（（ lll iiipppoooppprrrooottteeeiiinnn   

                                                      lll iiipppaaassseee:::    LLLPPPLLL）））ととと云云云ううう酵酵酵素素素（（（ eeennnzzzyyymmmeee）））ででで ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ははは ,,,    こここののの酵酵酵    

                                                      素素素ののの働働働きききををを亢亢亢進進進ししし ,,,    HHHDDDLLL ををを増増増加加加さささせせせるるる ...       

   444...       肥肥肥満満満ののの予予予防防防・・・治治治療療療ににに対対対すすするるる効効効果果果    

         111))) ...    身身身体体体活活活動動動ととと体体体脂脂脂肪肪肪量量量    

                  ここここここでででははは ,,,    主主主ににに有有有酸酸酸素素素性性性ののの身身身体体体活活活動動動（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    aaacccttt iiivvviii tttyyy）））ににによよよるるる身身身体体体ののの構構構成成成要要要    

素素素（（（ bbbooodddyyy   cccooonnnsssttt iii tttuuuttt iiinnnggg   eeellleeemmmeeennntttsss）））ののの変変変化化化にににつつついいいててて ,,,    そそそののの典典典型型型的的的ななな特特特徴徴徴ををを記記記述述述すすす    

      るるる ...    

                     (((111))) ...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの影影影響響響       

                              有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ににによよよるるる体体体重重重減減減少少少ののの大大大部部部分分分ははは ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量（（（BBBFFFMMM;;;    BBBooodddyyy      

                              FFFaaattt    MMMaaassssss）））ののの減減減少少少ででであああるるる ...    こここののの体体体重重重変変変化化化にににおおおけけけるるる個個個人人人差差差ののの大大大部部部分分分ももも    

                              BBBFFFMMM ののの減減減少少少ののの違違違いいいででであああるるる ...       

                              こここののの BBBFFFMMM ののの減減減少少少ははは ,,,    脂脂脂肪肪肪細細細胞胞胞ののの大大大きききさささががが小小小さささくくくなななるるる限限限界界界値値値まままででで    

                              ははは ,,,    運運運動動動ににによよよるるるエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ののの増増増加加加ににに比比比例例例すすするるる ...       

                              つつつまままりりり ,,,    運運運動動動ににによよよるるる 111 週週週間間間のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが大大大きききけけけれれればばば大大大ききき    
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                              いいい程程程 BBBFFFMMM ののの減減減少少少ももも大大大きききいいい（（（図図図 555222...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ににによよよるるる体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化    

                              ととと週週週当当当たたたりりりのののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ののの関関関係係係））） ...       しししかかかししし ,,,    運運運動動動ににによよよるるる総総総エエエネネネルルル    

                              ギギギーーー消消消費費費量量量ががが同同同じじじででであああっっってててももも ,,,    同同同じじじ BBBFFFMMM ののの減減減少少少ががが起起起こここるるるとととははは限限限らららななないいい ...       

                              例例例えええばばば ,,,    肥肥肥大大大しししたたた脂脂脂肪肪肪細細細胞胞胞をををもももつつつ肥肥肥満満満者者者（（（肥肥肥大大大性性性肥肥肥満満満：：：hhhyyypppeeerrrtttrrroooppphhhiiiccc    tttyyypppeee）））    

                              ととと脂脂脂肪肪肪細細細胞胞胞ののの大大大きききさささははは正正正常常常ででであああるるるががが脂脂脂肪肪肪細細細胞胞胞数数数ののの多多多いいい肥肥肥満満満者者者（（（過過過形形形成成成性性性    

                              肥肥肥満満満：：： hhhyyypppeeerrrppplllaaasssttt iiiccc    tttyyypppeee）））でででははは ,,,    肥肥肥大大大性性性肥肥肥満満満者者者ののの方方方ががが多多多くくくののの BBBFFFMMM ををを減減減少少少さささ    

                              せせせるるる ...       

                              まままたたた ,,,    腸腸腸骨骨骨上上上部部部（（（ uuuppppppeeerrr    iii lll iiiuuummm）））ののの脂脂脂肪肪肪細細細胞胞胞重重重量量量ににに及及及ぼぼぼすすす有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの影影影    

                              響響響をををみみみたたた報報報告告告でででははは ,,,    実実実験験験前前前ににに大大大きききななな脂脂脂肪肪肪重重重量量量をををもももつつつ男男男性性性ははは小小小さささななな脂脂脂肪肪肪重重重    

                              量量量をををもももつつつ男男男性性性よよよりりり大大大きききななな BBBFFFMMM ををを減減減少少少さささせせせたたたとととしししててていいいるるる ...    しししかかかししし ,,,    女女女性性性ででで    

                              はははこここののの傾傾傾向向向ががが認認認めめめららられれれててていいいななないいい ...       

                              つつつまままりりり ,,,    始始始めめめににに高高高いいい体体体脂脂脂肪肪肪率率率（（（ bbbooodddyyy   fffaaattt    pppeeerrrccceeennntttaaagggeee,,,    %%%BBBFFF）））をををもももつつつ者者者ははは ,,,    痩痩痩    

                              せせせててて%%%BBBFFF ののの低低低いいい者者者よよよりりり多多多くくくののの BBBFFFMMM ををを減減減少少少さささせせせるるる（（（図図図 555333...    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動    

                              ににによよよるるる体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ととと運運運動動動実実実施施施前前前ののの体体体脂脂脂肪肪肪率率率ののの関関関係係係））） ...       

                              部部部位位位ににによよよっっっててて違違違ううう BBBFFFMMM ののの変変変化化化：：：運運運動動動ににによよよるるる BBBFFFMMM ののの減減減少少少ははは ,,,    体体体幹幹幹領領領域域域    

                           （（（ tttrrruuunnnkkk   rrreeegggiiiooonnn）））ににに優優優先先先的的的ににに起起起こここるるる ...    加加加齢齢齢ににに伴伴伴っっっててて腹腹腹部部部ののの（（（ aaabbbdddooommmiiinnnaaalll）））脂脂脂肪肪肪    

                              細細細胞胞胞ににに脂脂脂肪肪肪ををを多多多くくく貯貯貯蔵蔵蔵すすするるるよよようううににになななるるるががが ,,,    腹腹腹部部部ののの脂脂脂肪肪肪ははは運運運動動動ににによよよるるる影影影響響響    

                              ををを受受受けけけやややすすすいいい ...       

○○○脂脂脂肪肪肪ののの変変変化化化ににに及及及ぼぼぼすすす加加加齢齢齢ののの影影影響響響：：：運運運動動動ににによよよるるる BBBFFFMMM ののの変変変化化化ををを ,,,    ＊＊＊定定定期期期    

                                          的的的ななな運運運動動動ををを実実実施施施しししななないいい若若若者者者ととと高高高齢齢齢者者者 ,,,    ＊＊＊定定定期期期的的的ににに運運運動動動ををを実実実施施施すすするるる若若若    

                                          者者者（（（ yyyooouuunnnggg   mmmaaannn）））ととと高高高齢齢齢者者者（（（ eeellldddeeerrrlllyyy）））ででで比比比較較較すすするるる（（（図図図 555444...    若若若年年年者者者ととと高高高    

                                          年年年者者者ののの体体体脂脂脂肪肪肪量量量ににに及及及ぼぼぼすすす身身身体体体活活活動動動量量量））） ...       

      若若若者者者ももも高高高齢齢齢者者者ももも定定定期期期的的的ななな運運運動動動実実実施施施者者者（（（ eeexxxeeerrrccciiissseee    ppprrraaacccttt iii ttt iiiooonnneeerrr）））ののの方方方ががが ,,,    非非非    

                                          実実実施施施者者者よよよりりり少少少ななないいい BBBFFFMMM ををを示示示すすすががが ,,,    高高高齢齢齢者者者のののそそそののの違違違いいいははは若若若者者者よよよりりり大大大ききき    

                                          くくく ,,,    高高高齢齢齢者者者でででははは運運運動動動実実実施施施者者者ととと非非非実実実施施施者者者ののの差差差ががが大大大きききいいい ...       

○○○運運運動動動ににによよよるるる体体体重重重 ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ににに影影影響響響すすするるる要要要因因因：：：運運運動動動ををを実実実施施施しししたたた週週週    

数数数ととと BBBFFFMMM ののの変変変化化化量量量にににははは密密密接接接ななな関関関係係係がががなななくくく ,,,    BBBFFFMMM ののの変変変化化化量量量ははは運運運動動動実実実施施施    

                                          ののの初初初期期期にににははは大大大きききいいいががが ,,,    そそそののの後後後ははは安安安定定定しししたたたままままままででであああるるる ...    つつつまままりりり ,,,    運運運動動動ににに    

                                          よよよるるる体体体重重重ややや BBBFFFMMM ののの変変変化化化量量量ははは ,,,    運運運動動動ににによよよるるる総総総エエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量（（（ tttoootttaaalll       

                                          eeennneeerrrgggyyy   cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn）））ややや 111 週週週間間間のののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ののの単単単独独独ののの影影影響響響よよよりりり ,,,       

                                          そそそれれれらららととと身身身体体体活活活動動動実実実施施施前前前ののの%%%BBBFFF ををを組組組みみみ合合合わわわせせせたたた要要要因因因ののの方方方ががが強強強くくく影影影響響響    

                                          すすするるる（（（表表表 666...    身身身体体体活活活動動動ににによよよるるる体体体重重重 ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ににに寄寄寄与与与すすするるる因因因子子子））） ...       

○○○身身身体体体活活活動動動時時時のののエエエネネネルルルギギギーーー源源源    

運運運動動動時時時のののエエエネネネルルルギギギーーー源源源（（（ eeennneeerrrgggyyy   sssooouuurrrccceee）））（（（グググリリリコココーーーゲゲゲンンン：：：ggglllyyycccooogggeeennn ととと脂脂脂    
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肪肪肪）））ははは ,,,    身身身体体体活活活動動動ののの強強強度度度（（（ iiinnnttteeennnsss iii tttyyy）））ににによよよっっっててて ,,,    寄寄寄与与与率率率（（（ cccooonnntttrrriiibbbuuuttt iiiooonnn   rrraaattt iiiooo）））   

ががが異異異なななるるる（（（図図図 555555...    身身身体体体活活活動動動ののの強強強度度度とととエエエネネネルルルギギギーーー供供供給給給源源源））） ...       

＊＊＊血血血中中中脂脂脂肪肪肪酸酸酸（（（ fffaaattt tttyyy   aaaccciiiddd   iiinnn   bbblllooooooddd）））ははは ,,,    低低低いいい運運運動動動強強強度度度ののの主主主要要要なななエエエネネネルルル    

                                                ギギギーーー源源源でででああありりり ,,,    血血血中中中脂脂脂肪肪肪酸酸酸ののの利利利用用用ははは運運運動動動ののの強強強度度度ががが高高高まままるるるととと低低低下下下すすす    

                                                るるる ...    低低低いいい強強強度度度ののの長長長時時時間間間運運運動動動でででははは ,,,    血血血中中中脂脂脂肪肪肪酸酸酸がががエエエネネネルルルギギギーーー基基基質質質    

                                             （（（ eeennneeerrrgggyyy   sssuuubbbssstttrrraaattteee）））ののの大大大部部部分分分ををを占占占めめめるるる ...       

＊＊＊筋筋筋中中中脂脂脂肪肪肪酸酸酸（（（ iiinnntttrrraaammmuuussscccuuulllaaarrr   fffaaattt tttyyy   aaaccciiiddd）））ははは ,,,    中中中程程程度度度ののの強強強度度度ででで最最最ももも多多多くくく    

                                                利利利用用用ささされれれ ,,,    低低低いいい強強強度度度ややや高高高いいい強強強度度度でででははは ,,,    そそそののの利利利用用用率率率ががが低低低下下下すすするるる ...       

＊＊＊中中中程程程度度度ののの長長長時時時間間間運運運動動動（（（ ppprrrooolllooonnngggeeeddd   eeexxxeeerrrccciiissseee）））でででははは ,,,    運運運動動動開開開始始始ののの初初初期期期ににに    

                                                ははは筋筋筋グググリリリコココーーーゲゲゲンンン（（（mmmuuussscccllleee    ggglllyyycccooogggeeennn）））ががが主主主なななエエエネネネルルルギギギーーー源源源とととなななりりり ,,,    後後後    

                                                半半半ににになななるるるにににつつつれれれててて血血血中中中脂脂脂肪肪肪酸酸酸ががが多多多くくく使使使わわわれれれるるるよよようううににになななるるる ...       

      つつつまままりりり ,,,    中中中程程程度度度（（（mmmooodddeeerrraaattteee）））ののの強強強度度度ででで行行行わわわれれれるるる有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ははは ,,,    多多多    

                                                くくくののの脂脂脂肪肪肪ががが酸酸酸化化化（（（ oooxxxiiidddiiizzzaaattt iiiooonnn）））ささされれれるるるのののででで ,,,    BBBFFFMMM ののの低低低下下下ををを促促促進進進すすするるる    

                                             （（（ aaacccccceeellleeerrraaattteee）））ここことととににになななるるる ...       

            222))) ...    身身身体体体活活活動動動ととと除除除脂脂脂肪肪肪量量量    

   除除除脂脂脂肪肪肪量量量（（（ llleeeaaannn   bbbooodddyyy   mmmaaassssss:::    LLLBBBMMM）））とととははは ,,,    水水水（（（wwwaaattteeerrr）））,,,    骨骨骨（（（ bbbooonnneee）））,,,    筋筋筋（（（mmmuuussscccllleee）））,,,       

                     結結結合合合組組組織織織（（（ cccooonnnnnneeecccttt iiivvveee   ttt iii ssssssuuueee））） ,,,    器器器官官官（（（ ooorrrgggaaannn）））等等等かかかららら構構構成成成ささされれれるるる ...       

   ○○○有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ににによよよるるる BBBFFFMMM ののの変変変化化化ははは長長長期期期間間間ででで現現現れれれるるるががが ,,,    除除除脂脂脂肪肪肪量量量（（（LLLBBBMMM）））    

                                 ののの変変変化化化ははは短短短期期期間間間ででで現現現れれれるるる ...    

   ○○○身身身体体体活活活動動動ににによよよるるる LLLBBBMMM ののの変変変化化化ははは ,,,    若若若年年年成成成人人人（（（ yyyooouuunnnggg   aaaddduuulll ttt）））よよよりりり高高高齢齢齢者者者ののの方方方    

                                 ががが小小小さささいいい ...       

   ○○○よよよりりり大大大きききななな LLLBBBMMM ののの変変変化化化ははは ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動よよよりりりウウウエエエイイイトトト・・・トトトレレレーーーニニニンンングググ（（（）））   

                                 ででで起起起こここるるる ...          

                           ○○○有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ののの実実実施施施回回回数数数（（（ nnnuuummmbbbeeerrr    ooofff    ttt iiimmmeeesss    ooofff    eeexxxeeecccuuuttt iiiooonnn）））ととと LLLBBBMMM ののの変変変化化化量量量    

                              （（（ aaammmooouuunnnttt    ooofff    ccchhhaaannngggeee）））ははは弱弱弱いいい負負負ののの相相相関関関（（（ nnneeegggaaattt iiivvveee   cccooorrrrrreeelllaaattt iiiooonnn）））ををを示示示すすすががが ,,,    ウウウエエエ    

                                 イイイトトト・・・トトトレレレーーーニニニンンングググ（（（wwweeeiiiggghhhttt    tttrrraaaiiinnniiinnnggg）））でででははは実実実施施施回回回数数数ににに関関関係係係なななくくく一一一貫貫貫しししたたた    

                                 LLLBBBMMM ののの増増増加加加ををを示示示すすす    

                              （（（図図図    555666...    除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ととと身身身体体体活活活動動動ののの実実実施施施週週週数数数及及及びびび 111 週週週当当当たたたりりりのののエエエネネネルルル    

                                    ギギギーーー消消消費費費量量量とととののの関関関係係係；；；上上上図図図））） ...    111 週週週間間間ののの運運運動動動ににによよよるるるエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ととと    

                                 LLLBBBMMM ののの変変変化化化量量量とととははは緩緩緩やややかかかななな勾勾勾配配配ででで相相相関関関すすするるるよよようううににに見見見えええるるるががが（（（図図図 555666 ののの下下下    

                                    図図図））） ,,,    エエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量ががが高高高いいいレレレベベベルルルにににあああっっってててももも ,,,    そそそれれれががが LLLBBBMMM ののの増増増加加加    

                                 ににに転転転換換換ささされれれるるるとととははは考考考えええららられれれななないいい ...       

                                 身身身体体体活活活動動動ににによよよるるる身身身体体体構構構成成成要要要素素素（（（ bbbooodddyyy   cccooonnnsssttt iii tttuuuttt iiinnnggg   eeellleeemmmeeennntttsss）））ののの変変変化化化ははは ,,,    身身身体体体    

                                 構構構成成成要要要素素素ののの測測測定定定法法法（（（mmmeeeaaasssuuurrreeemmmeeennnttt    mmmeeettthhhoooddd）））ののの違違違いいいややや ,,,    変変変化化化ががが長長長期期期間間間ででで現現現れれれ    
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                                 るるるたたためめめ研研研究究究ががが困困困難難難 ,,,    まままたたた種種種々々々ののの外外外的的的要要要因因因（（（ eeexxxttteeerrrnnnaaalll    fffaaaccctttooorrr）））なななどどどににに影影影響響響さささ    

                                 れれれるるるたたためめめ個個個人人人差差差（（（ iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll    dddiii fff fffeeerrreeennnccceeesss）））がががあああるるるなななどどどででで ,,,    そそそののの評評評価価価    

                              （（（ eeesssttt iiimmmaaattt iiiooonnn）））ががが難難難しししいいい ...       

               現現現段段段階階階ででで共共共通通通認認認識識識（（（ cccooommmmmmooonnn   rrreeecccooogggnnniii ttt iiiooonnn）））ががが得得得ららられれれててていいいるるる身身身体体体活活活動動動ににによよよるるる    

                                 身身身体体体構構構成成成要要要素素素ののの変変変化化化ははは ,,,    以以以下下下ののの通通通りりりででであああるるる（（（図図図 555777...    各各各種種種身身身体体体活活活動動動後後後ののの身身身    

                                 体体体組組組成成成ののの変変変化化化））） ...       

               ＊＊＊有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ははは体体体重重重ををを減減減少少少さささせせせ ,,,    そそそれれれははは主主主ににに BBBFFFMMM ののの減減減少少少ににによよよるるる ...       

                                 ＊＊＊ウウウエエエイイイトトト・・・トトトレレレーーーニニニンンングググのののよよようううななな無無無酸酸酸素素素性性性運運運動動動（（（ aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc    eeexxxeeerrrccciiissseee）））ははは ,,,       

                                       あああるるる程程程度度度ののの BBBFFFMMM ををを減減減少少少さささせせせ ,,,    大大大きききななな LLLBBBMMM ののの増増増加加加ががが期期期待待待ででできききるるる ...       

   

XXX...    女女女性性性のののかかからららだだだ    

   男男男女女女ののの間間間にににははは ,,,    脂脂脂肪肪肪量量量やややそそそののの分分分布布布状状状態態態（（（ dddiiissstttrrriiibbbuuuttt iiiooonnn））） ,,,    筋筋筋肉肉肉量量量（（（mmmuuussscccllleee    mmmaaassssss）））なななどどど    

   さささまままざざざまままななな違違違いいいがががあああるるる ...    まままたたた ,,,    女女女性性性ののの身身身体体体ははは母母母性性性（（（mmmaaattteeerrrnnniii tttyyy）））とととしししててて初初初潮潮潮（（（mmmeeennnaaarrrccchhheee）））    

   かかかららら閉閉閉経経経（（（mmmeeennnooopppaaauuussseee）））まままででで ,,,    男男男性性性ののの身身身体体体とととははは顕顕顕著著著ななな違違違いいいがががあああるるる ...       

   111...    発発発育育育ににに伴伴伴ううう体体体格格格ととと身身身体体体組組組成成成ののの性性性差差差    

         生生生まままれれれてててかかかららら 111000 歳歳歳頃頃頃まままでででははは ,,,    性性性差差差（（（ ssseeexxx   dddiii fff fffeeerrreeennnccceee）））ががが小小小さささいいい ...    性性性差差差ががが明明明らららかかかにににななな    

         るるるのののははは 111555 歳歳歳以以以降降降ででで ,,,    身身身長長長ややや体体体重重重なななどどどののの体体体格格格（（（ ppphhhyyysss iiiqqquuueee）））ははは男男男子子子ががが大大大きききいいい ...       

111)))    身身身体体体組組組成成成    

                  ●●●体体体重重重ははは ,,,    人人人体体体ををを構構構成成成すすするるる要要要素素素ののの総総総計計計ででであああるるる ...    従従従っっっててて ,,,    身身身体体体組組組成成成（（（ bbbooodddyyy   

                        cccooommmpppooosss iii ttt iiiooonnn）））とととははは ,,,    人人人体体体ををを構構構成成成すすするるる種種種々々々ののの成成成分分分ををを意意意味味味すすするるる ...    

                        現現現代代代ののの分分分析析析技技技術術術（（（ aaannnaaalllyyyttt iiicccaaalll    mmmeeettthhhooodddsss）））ははは ,,,    「「「非非非観観観血血血的的的解解解剖剖剖：：：nnnooonnniiinnnvvvaaasss iiivvveee   dddiiisssssseeecccttt iiiooonnn」」」   

                        ににによよよっっっててて ,,,    生生生体体体（（（ lll iiivvviiinnnggg   bbbooodddyyy）））ををを幾幾幾つつつかかかののの成成成分分分ににに区区区分分分すすするるるここことととををを可可可能能能にににしししたたた ...          

                        人人人体体体ををを構構構成成成すすするるる多多多くくくののの成成成分分分ははは ,,,    原原原子子子（（（ aaatttooommm）））,,,    分分分子子子（（（mmmooollleeecccuuullleee）））,,,    細細細胞胞胞（（（ ccceeelll lll）））,,,       

                        組組組織織織（（（ ttt iii ssssssuuueee）））のののレレレベベベルルルででで分分分類類類でででききき ,,,    そそそれれれらららははは全全全身身身（（（wwwhhhooollleee    bbbooodddyyy）））ののの有有有機機機的的的組組組    

                        織織織体体体（（（ ooorrrgggaaannniiisssmmm）））ををを構構構成成成すすするるる（（（図図図 555888...    555 つつつのののレレレベベベルルルかかからららみみみたたた人人人体体体ののの構構構成成成要要要素素素）））...       

                        体体体力力力科科科学学学（（（ physical fitness and sports medicine）））にににおおおけけけるるる身身身体体体組組組成成成研研研究究究ででで広広広くくく    

                        用用用いいいららられれれるるる 222---成成成分分分モモモデデデルルル（（（ 222---cccooommmpppooonnneeennnttt    mmmooodddeeelll）））ははは ,,,    体体体重重重ををを構構構成成成すすするるる身身身体体体組組組成成成    

                        ををを体体体脂脂脂肪肪肪量量量（（（ bbbooodddyyy   fffaaattt    mmmaaassssss:::    BBBFFFMMM）））ととと除除除脂脂脂肪肪肪量量量（（（ fffaaattt --- fffrrreeeeee    mmmaaassssss:::    FFFFFFMMM）））ににに 222 分分分すすす    

                        るるる概概概念念念ででであああるるる（（（図図図 555999...    222   –––   成成成分分分モモモデデデルルルににによよよるるる体体体重重重ののの構構構成成成要要要素素素））） ...       

                  ●●●除除除脂脂脂肪肪肪量量量ははは ,,,    水水水分分分（（（wwwaaattteeerrr）））＋＋＋蛋蛋蛋白白白質質質（（（ ppprrrooottteeeiiinnn）））＋＋＋ミミミネネネラララルルル（（（mmmiiinnneeerrraaalll）））＋＋＋グググ    

                        リリリコココーーーゲゲゲンンン＋＋＋必必必須須須脂脂脂質質質（（（ eeesssssseeennnttt iiiaaalll    lll iiipppiiiddd）））ででで構構構成成成ささされれれ ,,,    llleeeaaannn   bbbooodddyyy   mmmaaassssss    (((LLLBBBMMM)))とととももも    

                        呼呼呼ばばばれれれるるる ...    体体体重重重ををを構構構成成成すすするるる一一一方方方ののの要要要素素素ををを除除除脂脂脂肪肪肪量量量とととすすするるるととと ,,,    残残残りりりののの要要要素素素ははは    

                        体体体脂脂脂肪肪肪量量量ででであああるるる ...    つつつまままりりり ,,,    体体体重重重＝＝＝除除除脂脂脂肪肪肪量量量（（（ FFFFFFMMM）））+++   体体体脂脂脂肪肪肪量量量（（（BBBFFFMMM）））とととななな    

                        るるる ...       
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                        除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの半半半分分分以以以上上上ははは ,,,    筋筋筋組組組織織織（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   ttt iii ssssssuuueee）））ととと骨骨骨組組組織織織（（（ bbbooonnneee   ttt iii ssssssuuueee）））ででで    

                        占占占めめめららられれれててておおおりりり ,,,    全全全身身身ののの代代代謝謝謝（（（mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm）））ややや生生生理理理機機機能能能（（（ ppphhhyyysss iiiooolllooogggiiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））   

                        ととと密密密接接接ににに関関関連連連しししててていいいるるる ...       

●●●脂脂脂肪肪肪量量量ははは ,,,    断断断熱熱熱（（（ iiinnnsssuuulllaaattt iiiooonnn）））ややや動動動員員員可可可能能能なななエエエネネネルルルギギギーーーののの貯貯貯蔵蔵蔵庫庫庫（（（ ssstttooorrraaagggeee）））ででで    

                        ああありりり ,,,    そそそこここににに存存存在在在すすするるるのののははは貯貯貯蔵蔵蔵脂脂脂肪肪肪（（（ dddeeepppooottt    fffaaattt）））ででであああるるる ...       

                        皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪厚厚厚（（（ ssskkkiiinnnfffooolllddd   ttthhhiiiccckkknnneeessssss）））ははは ,,,    全全全てててののの部部部位位位ででで女女女子子子ののの値値値ががが高高高いいい ...    筋筋筋厚厚厚    

                     （（（mmmuuussscccllleee    ttthhhiiiccckkknnneeessssss）））ははは ,,,    逆逆逆ににに全全全てててののの部部部位位位ででで男男男子子子ののの値値値ががが高高高いいい（（（図図図 666000...    成成成人人人男男男女女女ののの    

                        部部部位位位別別別にににみみみたたた皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪厚厚厚ととと筋筋筋厚厚厚））） ...       

                  つつつまままりりり ,,,    一一一般般般的的的ににに女女女性性性（（（ fffeeemmmaaallleee）））ははは男男男性性性（（（mmmaaallleee）））ににに比比比べべべててて体体体重重重ににに占占占めめめるるる脂脂脂肪肪肪    

                  量量量ののの割割割合合合（（（体体体脂脂脂肪肪肪率率率、、、 bbbooodddyyy   fffaaattt    pppeeerrrccceeennntttaaagggeee;;;    %%%FFFaaattt）））ががが高高高くくく ,,,    筋筋筋及及及びびび骨骨骨格格格をををはははじじじ    

                  めめめとととすすするるる脂脂脂肪肪肪以以以外外外ののの除除除脂脂脂肪肪肪量量量ははは低低低いいい ...       

                  こここのののよよようううななな身身身体体体組組組成成成にににおおおけけけるるる男男男女女女間間間（（（ bbbeeetttwwweeeeeennn   ttthhheee   ssseeexxxeeesss）））ののの差差差がががスススポポポーーーツツツのののパパパ    

                  ーーーフフフォォォーーーマママンンンススス（（（ pppeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee）））にににももも反反反映映映しししててて ,,,    性性性差差差ををを生生生むむむ要要要因因因とととなななるるる ...       

                  男男男子子子ののの競競競技技技者者者（（（ aaattthhhllleeettteee）））ははは ,,,    女女女子子子ののの競競競技技技者者者よよよりりり身身身長長長 ,,,    体体体重重重とととももも大大大きききいいいががが ,,,    体体体脂脂脂    

                  肪肪肪率率率ははは女女女子子子ののの競競競技技技者者者ののの方方方ががが高高高くくく ,,,    筋筋筋力力力面面面でででははは男男男子子子ののの競競競技技技者者者ががが高高高いいい（（（表表表 777...    日日日本本本    

                  代代代表表表選選選手手手ののの身身身体体体特特特性性性：：：バババレレレーーーボボボーーールルル））） ...       

                  女女女子子子ののの競競競技技技者者者ののの皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪厚厚厚ははは ,,,    男男男子子子ののの競競競技技技者者者よよよりりり下下下肢肢肢（（（ lllooowwweeerrr   lll iiimmmbbbsss）））にににおおおけけけるるる    

                  脂脂脂肪肪肪分分分布布布率率率ががが高高高くくく ,,,    筋筋筋厚厚厚ははは全全全てててののの部部部位位位ででで男男男子子子競競競技技技者者者ががが約約約 222 割割割近近近くくく高高高いいい（（（図図図 666111...    

                  皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪厚厚厚ととと筋筋筋厚厚厚ののの男男男女女女比比比較較較；；；男男男子子子ににに対対対すすするるる%%%））） ...       

   222...    女女女性性性ののの体体体力力力ののの特特特徴徴徴    

            111)))    筋筋筋力力力    

                  一一一般般般ににに女女女性性性ののの筋筋筋力力力（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   ssstttrrreeennngggttthhh）））ははは ,,,    全全全身身身ででで男男男性性性ののの筋筋筋力力力ののの 666000   –––   777000%%%程程程度度度    

                  ででであああるるる ...    しししかかかししし ,,,    こここれれれををを体体体重重重ややや除除除脂脂脂肪肪肪量量量ででで割割割っっったたた値値値ででで比比比較較較すすするるるととと ,,,    男男男女女女差差差ははは小小小    

                  さささくくくなななるるる ...    特特特ににに ,,,    下下下肢肢肢（（（ lllooowwweeerrr   lll iiimmmbbbsss）））群群群ののの筋筋筋出出出力力力（（（mmmuuussscccllleee    ooouuutttpppuuuttt）））でででははは ,,,    性性性差差差ははは    

                  殆殆殆どどどなななくくくなななるるる ...    筋筋筋出出出力力力ははは ,,,    筋筋筋ののの横横横断断断面面面積積積（（（ cccrrrooossssss---ssseeecccttt iiiooonnnaaalll    aaarrreeeaaa）））ににに比比比例例例すすするるる（（（図図図    

                  666222...    筋筋筋力力力ととと筋筋筋断断断面面面積積積ののの関関関係係係））） ...    筋筋筋ののの断断断面面面積積積当当当たたたりりりののの筋筋筋出出出力力力ははは ,,,    男男男女女女ででで同同同じじじででであああ    

                  るるる ...    つつつまままりりり ,,,    筋筋筋ののの質質質ややや組組組成成成比比比ににに性性性差差差はははななないいいががが ,,,    筋筋筋量量量（（（mmmuuussscccllleee    mmmaaassssss）））そそそのののももものののののの    

                  差差差ががが男男男女女女ののの絶絶絶対対対的的的ななな（（（ aaabbbsssooollluuuttteee）））筋筋筋力力力ににに差差差ををを生生生みみみ出出出しししててていいいるるる ...    こここれれれははは ,,,    男男男性性性ホホホルルル    

                  モモモンンン（（（ ttteeessstttsssttteeerrrooommmeee）））ののの影影影響響響ににによよよるるるももものののででであああるるる ...       

      ●●●テテテススストトトススステテテロロロンンン（（（アアアンンンドドドロロロゲゲゲンンンににに属属属すすするるるススステテテロロロイイイドドドホホホルルルモモモンンン；；；男男男性性性ホホホルルル    

                              モモモンンンののの一一一種種種；；；主主主ににに睾睾睾丸丸丸（（（ ttteeesssttt iii sss）））かかかららら分分分泌泌泌）））：：：男男男子子子ののの一一一次次次性性性徴徴徴（（（ ppprrriiimmmaaarrryyy   ssseeexxx   

                              ccchhhaaarrraaacccttteeerrrsss）））ととと二二二次次次性性性徴徴徴（（（ ssseeecccooonnndddaaarrryyy   ssseeexxxuuuaaalll    ccchhhaaarrraaacccttteeerrr）））ののの発発発現現現ににに作作作用用用ししし ,,,    男男男子子子    

                              ののの思思思春春春期期期（（（ pppuuubbbeeerrrtttyyy）））にににおおおけけけるるる筋筋筋ややや除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの発発発育育育スススパパパーーートトト（（（ gggrrrooowwwttthhh   ssspppuuurrrttt）））    

                              ををを促促促進進進 ,,,    骨骨骨ののの成成成熟熟熟（（（mmmaaatttuuurrriii tttyyy）））ををを促促促進進進すすするるる ...       
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                        ●●●エエエススストトトラララジジジオオオーーールルル（（（ eeessstttrrraaadddiiiooolll ;;;    エエエススストトトロロロゲゲゲンンン＜＜＜卵卵卵胞胞胞ホホホルルルモモモンンン＞＞＞ののの一一一種種種）））ととと    

                              プププロロロゲゲゲススステテテロロロンンン（（（ ppprrrooogggeeesssttteeerrrooonnneee）））（（（主主主ににに卵卵卵胞胞胞（（（ ooovvvaaarrriiiaaannn   fffooolll lll iiicccllleee）））かかかららら分分分泌泌泌    

                           （（（ ssseeecccrrreeettt iiiooonnn））））））：：：女女女子子子ののの一一一次次次ととと二二二次次次性性性徴徴徴ののの発発発現現現ににに作作作用用用ししし ,,,    脂脂脂肪肪肪ののの蓄蓄蓄積積積ををを亢亢亢進進進すすす    

                              るるる（（（ ppprrrooommmooottt iiinnnggg））） ...       

●●●筋筋筋出出出力力力（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   ooouuutttpppuuuttt）））ののの男男男女女女差差差（（（ gggeeennndddeeerrr    dddiii fff fffeeerrreeennnccceeesss）））ははは ,,,    下下下肢肢肢（（（ lllooowwweeerrr   eeexxxtttrrreeemmmiii tttyyy）））   

                        ににに比比比べべべててて明明明らららかかかににに上上上肢肢肢（（（ uuuppppppeeerrr    eeexxxtttrrreeemmmiii tttyyy）））ののの筋筋筋力力力差差差ががが大大大きききいいい（（（パパパワワワーーーリリリフフフテテテ    

                        ィィィンンングググ（（（ pppooowwweeerrr   lll iii fff ttt iiinnnggg）））日日日本本本記記記録録録；；； 666000kkkggg 級級級：：：ベベベンンンチチチプププレレレススス（（（ bbbeeennnccchhh   ppprrreeessssss）））：：：男男男    

                        性性性 111999333...555kkkggg,,,    女女女性性性 111111888...555kkkggg   (((666111%%%)));;;スススクククワワワッッットトト（（（ sssqqquuuaaattt）））：：：男男男性性性 222888555...000kkkggg,,,    女女女性性性 111999555kkkggg   

                        (((888333%%%))) ...    こここののの差差差ははは ,,,    男男男性性性ににに比比比べべべててて上上上半半半身身身（（（ uuuppppppeeerrr    bbbooodddyyy）））ののの筋筋筋量量量ががが女女女性性性ででで少少少ななないいい    

                        ここことととががが影影影響響響しししててていいいるるる ...       

            222)))    呼呼呼吸吸吸循循循環環環機機機能能能    

                  運運運動動動ののの場場場面面面ででで ,,,    筋筋筋力力力ととと並並並んんんででで重重重要要要ななな機機機能能能ははは ,,,    酸酸酸素素素ののの運運運搬搬搬能能能力力力（（（ oooxxxyyygggeeennn---tttrrraaannnssspppooorrrttt       

                  cccaaapppaaaccciii tttyyy）））ででであああるるる ...    酸酸酸素素素運運運搬搬搬能能能力力力ははは ,,,    呼呼呼吸吸吸（（（ rrreeessspppiiirrraaattt iiiooonnn）））・・・循循循環環環（（（ ccciiirrrcccuuulllaaattt iiiooonnn）））・・・血血血    

                  液液液（（（ bbblllooooooddd）））なななどどどののの機機機能能能ののの総総総合合合ささされれれたたた能能能力力力でででああありりり ,,,    運運運動動動場場場面面面でででははは筋筋筋組組組織織織にににおおおけけけ    

                  るるる酸酸酸素素素消消消費費費量量量（（（ oooxxxyyygggeeennn   cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn）））ももも重重重要要要ななな因因因子子子ででであああるるる ...       

女女女性性性ののの換換換気気気能能能力力力（（（ vvveeennnttt iii lllaaatttooorrryyy   cccaaapppaaaccciii tttyyy）））にににつつついいいてててみみみるるるととと最最最大大大換換換気気気量量量（（（mmmaaaxxxiiimmmaaalll       

                  vvvooollluuunnntttaaarrryyy   vvveeennnttt iii lllaaattt iiiooonnn）））・・・全全全肺肺肺容容容量量量（（（ tttoootttaaalll    llluuunnnggg   vvvooollluuummmeee）））ががが共共共ににに男男男性性性ののの 666555%%%前前前後後後ででであああ    

                  りりり ,,,    体体体格格格ののの大大大きききさささををを考考考慮慮慮しししてててももも ,,,    男男男性性性ののの 888000%%%位位位ででであああるるる（（（図図図 666333...    呼呼呼吸吸吸循循循環環環機機機能能能ののの    

                  性性性差差差；；；女女女 ///男男男＊＊＊111000000）））...    心心心臓臓臓容容容積積積（（（ cccaaarrrdddiiiaaaccc   vvvooollluuummmeee）））・・・最最最大大大心心心拍拍拍出出出量量量（（（mmmaaaxxxiiimmmaaalll    cccaaarrrdddiiiaaaccc   

                  ooouuutttpppuuuttt）））・・・運運運動動動時時時ののの筋筋筋血血血流流流量量量（（（mmmuuussscccllleee    bbblllooooooddd   fff lllooowww）））ももも男男男性性性ののの 888555   –––   777555%%%ででであああるるる ...    血血血    

                  液液液中中中ののの総総総ヘヘヘモモモグググロロロビビビンンン（（（ hhheeemmmoooggglllooobbbiiinnn；；；HHHbbb）））量量量ももも男男男性性性ののの 666555%%%ででで ,,,    血血血液液液 111000000mmmlll 中中中ののの    

                  HHHbbb 量量量ももも男男男性性性ののの 888888%%%ででであああるるる ...    赤赤赤血血血球球球にににつつついいいてててももも同同同様様様ででで ,,,    111000000mmmlll ののの血血血液液液でででももも女女女性性性ののの    

                  酸酸酸素素素結結結合合合能能能力力力（（（ oooxxxyyygggeeennn   cccaaapppaaaccciii tttyyy）））ははは 111000%%%低低低いいい ...       

      こここれれれららら各各各機機機能能能ののの総総総合合合力力力ががが最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量（（（mmmaaaxxxiiimmmuuummm   oooxxxyyygggeeennn   cccooonnnsssuuummmpppttt iiiooonnn:::VVV
・・・

   

                  OOO 222mmmaaaxxx）））ででであああるるる ...       

女女女性性性ののの最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは ,,,    男男男性性性ののの約約約 666000%%%でででああありりり ,,,    体体体重重重 111kkkggg 当当当たたたりりりののの最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂    

                  取取取量量量ははは ,,,    男男男性性性ののの約約約 777000%%%ででであああるるる ...    しししかかかししし ,,,    筋筋筋ににに対対対すすするるる酸酸酸素素素ののの供供供給給給能能能力力力（（（ sssuuupppppplllyyy   

                  cccaaapppaaaccciii tttyyy）））とととしししててて ,,,    筋筋筋重重重量量量（（（mmmuuussscccllleee    mmmaaassssss）））ににに対対対すすするるる酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ををを計計計算算算すすするるるととと ,,,    殆殆殆    

                  どどど性性性差差差はははなななくくくなななるるる ...    即即即ちちち ,,,    女女女性性性ののの酸酸酸素素素運運運搬搬搬能能能力力力（（（ oooxxxyyygggeeennn   tttrrraaannnssspppooorrrttt    aaabbbiii lll iii tttyyy）））ははは ,,,    女女女    

                  性性性ののの筋筋筋量量量ににに応応応じじじててて発発発達達達しししててていいいるるるととと考考考えええららられれれるるるのののででで ,,,    男男男性性性ににに比比比べべべててて筋筋筋量量量ががが少少少ななな    

                  くくく脂脂脂肪肪肪ののの多多多いいい女女女性性性ののの最最最大大大酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ははは男男男性性性よよよりりり小小小さささくくくなななるるる ...    まままたたた ,,,    血血血中中中ののの乳乳乳    

                  酸酸酸濃濃濃度度度（（（ lllaaaccctttaaattteee    ）））ががが急急急激激激ににに上上上昇昇昇ししし始始始めめめるるる点点点（（（ lllaaaccctttaaattteee    ttthhhrrreeessshhhooolllddd：：：LLLTTT）））ののの LLLTTT--- VVV
・・・

ooo 222    
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                           ややや PPPeeeaaakkk--- VVV
・・・

ooo 222ををを    除除除脂脂脂肪肪肪量量量当当当たたたりりりででで表表表せせせばばば ,,,    有有有意意意ななな（（（ sss iiigggnnniii fff iiicccaaannnttt）））性性性差差差ががが認認認めめめららられれれ    

                  ななないいいここことととかかかららら ,,,    呼呼呼吸吸吸循循循環環環機機機能能能（（（ cccaaarrrdddiiiooorrreeessspppiiirrraaatttooorrryyy   fffuuunnncccttt iiiooonnn）））そそそのののももものののにににははは男男男女女女差差差    

                  はははななないいいととと考考考えええららられれれるるる ...    しししかかかししし ,,,    血血血液液液 111000000mmmlll 中中中ののの HHHbbb 量量量ががが男男男性性性ののの 888888%%%程程程度度度ででであああるるる    

                  ここことととややや ,,,    女女女性性性ににに貧貧貧血血血（（（ aaannneeemmmiiiaaa）））ががが多多多いいいこここととと ,,,    安安安静静静時時時心心心拍拍拍数数数（（（ rrreeesssttt iiinnnggg   hhheeeaaarrrttt    rrraaattteee）））    

                  ががが男男男性性性よよよりりり 111000 拍拍拍くくくらららいいい少少少ななないいいこここととと等等等ががが女女女性性性ののの酸酸酸素素素摂摂摂取取取能能能力力力にににマママイイイナナナスススににに働働働いいい    

                  ててていいいるるる ...       

      333)))    神神神経経経機機機能能能    

                  筋筋筋力力力ややや呼呼呼吸吸吸循循循環環環系系系ののの機機機能能能とととははは異異異なななりりり ,,,    神神神経経経系系系ののの機機機能能能ははは殆殆殆どどど男男男女女女ののの間間間ででで差差差がががななな    

                  いいいのののががが特特特徴徴徴ででであああるるる ...    単単単純純純反反反応応応時時時間間間（（（ sss iiimmmpppllleee    rrreeeaaacccttt iiiooonnn   ttt iiimmmeee）））でででははは ,,,    男男男女女女ででで全全全くくく差差差ががが    

                  みみみららられれれななないいい ...    しししかかかししし ,,,    全全全身身身反反反応応応時時時間間間（（（wwwhhhooollleee    bbbooodddyyy   rrreeeaaacccttt iiiooonnn   ttt iiimmmeee）））ににになななるるるととと ,,,    女女女子子子    

                  がががやややややや遅遅遅くくくなななるるる（（（図図図 666444...    神神神経経経系系系機機機能能能ののの性性性差差差；；；女女女 ///男男男＊＊＊111000000））） ...    こここののの場場場合合合 ,,,    神神神経経経要要要素素素    

                  (((nnneeeuuurrraaalll    eeellleeemmmeeennnttt)))ををを示示示すすす動動動作作作開開開始始始時時時間間間（（（ aaattttttaaaccckkk   ttt iiimmmeee）））にににははは全全全くくく性性性差差差がががななないいいのののににに    

               （（（ 000...222111000 秒秒秒 vvvsss    000...222111111111 秒秒秒））） ,,,    筋筋筋ののの収収収縮縮縮速速速度度度（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   cccooonnntttrrraaacccttt iiiooonnn   ssspppeeeeeeddd）））ををを示示示すすす筋筋筋収収収    

                  縮縮縮時時時間間間（（（mmmuuussscccuuulllaaarrr   cccooonnntttrrraaacccttt iiiooonnn   ttt iiimmmeee）））ははは女女女性性性ののの方方方ががが約約約 111000%%%遅遅遅いいい（（（ 000...111555555 秒秒秒    vvvsss    000...111777444   

                  秒秒秒））） ...       

こここのののよよようううににに ,,,    筋筋筋収収収縮縮縮時時時間間間ののの差差差ががが全全全身身身反反反応応応時時時間間間ののの性性性差差差とととしししててて表表表れれれるるる ...    つつつまままりりり ,,,    体体体    

                  重重重をををもももちちちあああげげげるるるのののににに必必必要要要ななな筋筋筋力力力ののの性性性差差差ががが全全全身身身反反反応応応時時時間間間にににももも反反反映映映すすするるる ...       

   

XXXIII ...    月月月経経経とととコココンンンデデディィィシシショョョンンン    

            女女女性性性ののの身身身体体体発発発育育育にににははは ,,,    形形形態態態ややや機機機能能能ののの発発発育育育発発発達達達ととと共共共ににに ,,,    母母母性性性機機機能能能（（（mmmaaattteeerrrnnnaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））   

      ののの成成成熟熟熟がががみみみららられれれるるる ...    即即即ちちち ,,,    初初初経経経発発発来来来（（（mmmeeennnaaarrrccchhheeeaaalll）））・・・無無無排排排卵卵卵性性性月月月経経経（（（ aaannnooovvvuuulllaaatttooorrryyy   

      mmmeeennnssstttrrruuuaaattt iiiooonnn）））・・・排排排卵卵卵性性性月月月経経経（（（ ooovvvuuulllaaatttooorrryyy   mmmeeennnssstttrrruuuaaattt iiiooonnn）））へへへののの移移移行行行 ,,,    ＜＜＜妊妊妊娠娠娠（（（ ppprrreeegggnnnaaannncccyyy）））・・・   

      出出出産産産（（（ bbbiiirrrttthhh   dddeeelll iiivvveeerrryyy）））なななどどどののの変変変化化化ががが起起起こここるるる ...    そそそこここででで ,,,    女女女性性性ののの運運運動動動でででははは ,,,    女女女性性性特特特有有有ののの身身身    

      体体体的的的変変変化化化（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    ccchhhaaannngggeeesss）））ををを考考考慮慮慮すすするるる必必必要要要がががあああるるる ...       

      111...    月月月経経経    

            日日日本本本人人人ののの初初初経経経発発発来来来ははは ,,,    現現現在在在おおおよよよそそそ 111111 歳歳歳前前前後後後ととと云云云わわわれれれててていいいるるる ...       

月月月経経経（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaattt iiiooonnn）））ががが始始始まままるるるとととおおおよよよそそそ 444 週週週間間間ののの周周周期期期（（（ cccyyycccllleee）））ででで ,,,    月月月経経経期期期（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaalll    

            ppphhhaaassseee）））・・・卵卵卵胞胞胞期期期（（（ ppprrreeeooovvvuuulllaaatttooorrryyy   ppphhhaaassseee）））・・・排排排卵卵卵期期期（（（ ooovvvuuulllaaattt iiiooonnn   ppphhhaaassseee）））・・・黄黄黄体体体期期期（（（ llluuuttteeeaaalll    ppphhhaaassseee）））    

            ににに分分分かかかれれれ ,,,    体体体温温温（（（ bbbooodddyyy   ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrreee）））ははは 222 相相相性性性（（（ dddiiimmmooorrrppphhhiiisssmmm）））ををを示示示すすす（（（図図図 666555...    月月月経経経    

            期期期・・・卵卵卵胞胞胞期期期・・・排排排卵卵卵期期期・・・黄黄黄体体体期期期ととと女女女性性性ホホホルルルモモモンンン））） ...       

            月月月経経経とととははは ,,,    子子子宮宮宮内内内膜膜膜（（（ eeennndddooommmeeetttrrriiiuuummm）））かかからららののの血血血液液液ととと組組組織織織かかからららののの周周周期期期的的的出出出血血血（（（ pppeeerrriiiooodddiiiccc       

            bbbllleeeeeedddiiinnnggg）））（（（月月月経経経期期期）））でででああありりり ,,,    血血血中中中のののエエエススストトトロロロゲゲゲンンン（（（ eeessstttrrrooogggeeennn）））とととプププロロロゲゲゲススステテテロロロンンン    

         （（（ ppprrrooogggeeesssttteeerrrooonnneee）））ははは低低低くくく ,,,    黄黄黄体体体化化化ホホホルルルモモモンンン（（（ llluuuttteeeiiinnnzzziiinnnggg   hhhooorrrmmmooonnneee:::    LLLHHH）））ととと卵卵卵胞胞胞刺刺刺激激激ホホホ    

            ルルルモモモンンン（（（ fffooolll lll iiicccllleee---sssttt iiimmmuuulllaaattt iiinnnggg   hhhooorrrmmmooonnneee：：：FFFSSSHHH）））なななどどどののの性性性腺腺腺刺刺刺激激激ホホホルルルモモモンンン（（（ gggooonnnaaadddoootttrrroooppphhhiiiccc    
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            hhhooorrrmmmooonnneee）））ののの生生生産産産量量量ががが多多多くくくなななるるる ...       

            月月月経経経出出出血血血（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaalll    bbbllleeeeeedddiiinnnggg）））ががが停停停止止止しししててて ,,,    月月月経経経時時時ににに剥剥剥離離離しししたたた子子子宮宮宮内内内膜膜膜ののの再再再構構構成成成    

            ががが行行行わわわれれれ ,,,    卵卵卵胞胞胞ががが成成成熟熟熟すすするるる（（（卵卵卵胞胞胞期期期））） ...    こここののの時時時期期期 ,,,    エエエススストトトロロロゲゲゲンンン ,,,    FFFSSSHHH,,,    LLLHHH ははは徐徐徐々々々    

            ににに上上上昇昇昇すすするるる ...       

卵卵卵胞胞胞ががが成成成熟熟熟すすするるるととと ,,,    卵卵卵胞胞胞ははは壊壊壊れれれ ,,,    LLLHHH ににに刺刺刺激激激ささされれれててて排排排卵卵卵すすするるる（（（排排排卵卵卵期期期）））...    こここののの時時時期期期 ,,,       

            エエエススストトトロロロゲゲゲンンン ,,,    FFFSSSHHH,,,    LLLHHH ははは急急急降降降下下下ししし ,,,    排排排卵卵卵後後後期期期ののの（（（黄黄黄体体体期期期）））ののの始始始まままりりりででであああるるる ... こここ    

            ののの時時時期期期 ,,,    プププロロロゲゲゲススステテテロロロンンンののの上上上昇昇昇ででで子子子宮宮宮内内内膜膜膜ののの再再再構構構成成成ががが促促促進進進ささされれれ ,,,    子子子宮宮宮内内内膜膜膜ををを厚厚厚    

            くくくすすするるる ...       

排排排卵卵卵後後後期期期ののの終終終期期期にににははは ,,,    プププロロロゲゲゲススステテテロロロンンンののの血血血中中中濃濃濃度度度（（（ bbblllooooooddd   cccooonnnccceeennntttrrraaattt iiiooonnn）））ががが急急急激激激ににに    

            低低低下下下ししし ,,,    月月月経経経ををを引引引ききき起起起こここすすす ...       

月月月経経経周周周期期期（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaalll    cccyyycccllleee）））ののの前前前半半半ははは ,,,    低低低体体体温温温期期期（（（ hhhyyypppooottthhheeerrrmmmiiiaaa   ppphhhaaassseee））） ,,,    排排排卵卵卵ををを境境境    

            ににに高高高体体体温温温期期期（（（ hhhyyypppeeerrrttthhheeerrrmmmiiiaaa   ppphhhaaassseee）））とととなななりりり ,,,    000...333~~~000...555℃℃℃ののの温温温度度度差差差ががが生生生じじじるるる ...       

周周周期期期ののの前前前半半半ははは ,,,    エエエススストトトロロロゲゲゲンンン（（（卵卵卵胞胞胞ホホホルルルモモモンンン）））ののの分分分泌泌泌ががが盛盛盛んんんででで ,,,    こここのののホホホルルルモモモンンンははは    

            ははは骨骨骨のののカカカルルルシシシウウウムムム代代代謝謝謝（（（ cccaaalllccciiiuuummm   mmmeeetttaaabbbooolll iii sssmmm）））にににプププラララスススににに作作作用用用ししし ,,,    動動動脈脈脈硬硬硬化化化症症症    

         （（（ aaarrrttteeerrriiiooossscccllleeerrrooosss iiisss）））ののの予予予防防防ややや血血血液液液凝凝凝固固固（（（ bbblllooooooddd   ccclllooottt ttt iiinnnggg）））ををを亢亢亢進進進すすするるる働働働きききがががあああるるる ...       

周周周期期期ののの後後後半半半ははは ,,,    プププロロロゲゲゲススステテテロロロンンン（（（黄黄黄体体体ホホホルルルモモモンンン）））ののの分分分泌泌泌（（（ ssseeecccrrreeettt iiiooonnn）））ががが盛盛盛んんんででで ,,,    体体体    

            温温温中中中枢枢枢（（（ bbbooodddyyy   ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrreee    ccceeennntttrrreee）））ににに作作作用用用しししててて体体体温温温ををを上上上昇昇昇さささせせせ ,,,    腸腸腸（（（ iiinnnttteeesssttt iiinnneeesss）））ののの    

            蠕蠕蠕動動動運運運動動動（（（ pppeeerrriiissstttaaalll ttt iiiccc    mmmooottt iiiooonnn）））ををを抑抑抑制制制ししし ,,,    水水水分分分貯貯貯留留留（（（wwwaaattteeerrr    rrreeettteeennnttt iiiooonnn）））効効効果果果がががあああるるる ...       

      222...    月月月経経経とととトトトレレレーーーニニニンンングググ    

            111)))    初初初経経経発発発来来来以以以前前前    

      初初初経経経前前前ののの女女女子子子ののの身身身体体体機機機能能能ははは ,,,    男男男子子子ととと殆殆殆どどど差差差がががなななくくく ,,,    初初初経経経 111 年年年前前前まままでででははは女女女子子子のののトトト    

                  レレレーーーニニニンンングググににに特特特ににに問問問題題題はははななないいい ...       

      初初初経経経ののの 111 年年年前前前かかかららら ,,,    女女女子子子ののの身身身長長長ははは急急急速速速ににに伸伸伸びびび ,,,    体体体重重重ももも増増増加加加すすするるる ...    こここれれれははは ,,,    性性性腺腺腺    

                  刺刺刺激激激ホホホルルルモモモンンンののの分分分泌泌泌ががが盛盛盛んんんににになななりりり ,,,    女女女性性性ホホホルルルモモモンンン（（（エエエススストトトロロロゲゲゲンンン）））ががが分分分泌泌泌ささされれれ    

                  始始始めめめ ,,,    骨骨骨ののの発発発育育育ががが促促促進進進ささされれれるるる為為為ででであああるるる ...    従従従っっっててて ,,,    身身身長長長ががが急急急ににに伸伸伸びびび始始始めめめたたたららら 111 年年年    

                  以以以内内内ににに初初初経経経がががあああるるるととと予予予想想想ささされれれるるる ...    FFFrrriiissshhh らららははは ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪率率率（（（%%%FFFMMM）））111777%%%ががが初初初経経経発発発来来来    

                  ににに必必必要要要なななレレレベベベルルルででであああるるるとととしししたたた ...       

                  一一一般般般大大大学学学生生生ののの平平平均均均初初初経経経年年年齢齢齢ににに比比比べべべてててスススポポポーーーツツツ選選選手手手（（（ aaattthhhllleeettteee）））ののの初初初経経経ははは ,,,    やややややや遅遅遅    

                  れれれるるる傾傾傾向向向にににあああるるる（（（図図図 666666...    スススポポポーーーツツツ種種種目目目別別別ののの平平平均均均初初初経経経年年年齢齢齢））） ...    まままたたた ,,,    初初初経経経前前前かかかららら    

                  選選選手手手生生生活活活をををしししててていいいるるる女女女子子子選選選手手手ののの初初初経経経年年年齢齢齢ははは ,,,    初初初経経経後後後ににに選選選手手手生生生活活活ををを始始始めめめたたた者者者ににに    

                  比比比べべべててて ,,,    同同同一一一種種種目目目内内内でででももも初初初経経経ががが 111 年年年以以以上上上遅遅遅れれれるるる傾傾傾向向向にににあああるるる ...    まままたたた ,,,    スススポポポーーーツツツ選選選    

                  手手手（（（ aaattthhhllleeettteee）））ののの初初初経経経ははは ,,,    競競競技技技力力力（（（ competitive abilities）））ががが高高高いいいほほほどどど遅遅遅くくく ,,,    種種種目目目別別別    

                  でででははは ,,,    体体体重重重まままたたたははは脂脂脂肪肪肪量量量ののの増増増加加加ががが競競競技技技成成成績績績（（（ particular endeavor）））ににに影影影響響響ををを及及及ぼぼぼ    

                  すすす種種種目目目ほほほどどど遅遅遅いいいととと云云云えええるるる ...    しししかかかししし ,,,    初初初経経経前前前ののの著著著しししいいい体体体重重重制制制限限限（（（ bbbooodddyyy   wwweeeiiiggghhhttt       
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                  rrreeessstttrrriiicccttt iiiooonnn）））ににによよよっっっててて ,,,    初初初経経経がががあああまままりりり遅遅遅れれれるるるここことととははは望望望ままましししくくくななないいい ...       

            222)))    初初初経経経後後後数数数年年年間間間    

               多多多くくくののの場場場合合合 ,,,    初初初経経経後後後数数数年年年間間間ははは ,,,    無無無排排排卵卵卵性性性月月月経経経でででああありりり ,,,    女女女性性性ホホホルルルモモモンンンのののうううちちちエエエススス    

               トトトロロロゲゲゲンンンのののみみみががが分分分泌泌泌ささされれれ ,,,    二二二次次次性性性徴徴徴ををを（（（ ssseeecccooonnndddaaarrryyy   ssseeexxxuuuaaalll    ccchhhaaarrraaacccttteeerrriiisssttt iiiccc）））促促促進進進すすするるる ...    

               身身身長長長ののの増増増加加加ととと共共共ににに体体体重重重ももも急急急増増増すすするるるががが ,,,    特特特ににに皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪（（（ sssuuubbbcccuuutttaaannneeeooouuusss    fffaaattt）））ののの増増増加加加    

               ががが顕顕顕著著著でででああありりり ,,,    腹腹腹部部部（（（ aaabbbdddooommmiiinnnaaalll    rrreeegggiiiooonnn）））ややや背背背中中中（（（ bbbaaaccckkk）））ののの皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪ははは 555000%%%ももも増増増    

               加加加ししし ,,,    いいいわわわゆゆゆるるる女女女性性性らららしししいいいかかからららだだだつつつきききががが ,,,    初初初経経経後後後短短短期期期間間間にににつつつくくくららられれれるるる ...       

   しししかかかししし ,,,    こここののの時時時期期期ののの脂脂脂肪肪肪量量量ののの増増増加加加ににによよよるるる体体体重重重ののの急急急増増増にににははは ,,,    筋筋筋力力力ののの増増増大大大ががが伴伴伴っっっててて    

               いいいななないいい場場場合合合ががが多多多いいいたたためめめ ,,,    こここののの時時時期期期のののトトトレレレーーーニニニンンングググははは ,,,    こここのののよよようううななな身身身体体体ののの変変変化化化ににに    

               合合合わわわせせせててて ,,,    筋筋筋力力力増増増強強強（（（mmmuuussscccllleee    iiinnncccrrreeeaaassseee）））をををはははかかかっっったたたりりり ,,,    健健健全全全ななな食食食生生生活活活（（（ hhheeeaaalll ttthhhyyy   

               dddiiieeetttaaarrryyy   bbbeeehhhaaavvviiiooorrr）））をををしししななながががららら必必必要要要以以以上上上ににに体体体重重重ををを増増増やややさささななないいいよよようううにににすすするるるここことととががが重重重    

               要要要ででであああるるる ...       

   初初初経経経後後後数数数年年年間間間ののの無無無排排排卵卵卵性性性月月月経経経ののの時時時期期期ははは ,,,    一一一般般般ににに月月月経経経随随随伴伴伴症症症状状状（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaalll    

               aaassssssoooccciiiaaattteeeddd   sssyyymmmppptttooommm）））ののの出出出るるる人人人ががが少少少なななくくく ,,,    身身身心心心共共共ににに変変変動動動ははは少少少ななないいい ...    しししかかかししし ,,,    こここののの時時時    

               期期期ののの月月月経経経周周周期期期はははかかかなななりりり不不不安安安定定定でででああありりり ,,,    月月月経経経不不不順順順（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaalll    iiirrrrrreeeggguuulllaaarrriii tttyyy）））ををを訴訴訴えええ    

               るるる者者者ががが多多多いいい ...       

333)))    排排排卵卵卵性性性月月月経経経後後後    

   無無無排排排卵卵卵性性性月月月経経経かかかららら 555~~~777 年年年後後後にににははは ,,,    多多多くくくののの女女女性性性ははは排排排卵卵卵性性性月月月経経経ににに移移移行行行ししし ,,,    卵卵卵巣巣巣    

            （（（ ooovvvaaarrryyy）））かかからららははは女女女性性性ホホホルルルモモモンンン（（（ fffeeemmmaaallleee    hhhooorrrmmmooonnneee）））のののエエエススストトトロロロゲゲゲンンンとととプププロロロゲゲゲススステテテロロロ    

               ンンンののの両両両方方方ががが分分分泌泌泌ささされれれるるるよよようううににになななりりり ,,,    心心心身身身ににに対対対すすするるる影影影響響響ももも複複複雑雑雑ににになななるるる ...       

444)))    月月月経経経周周周期期期ににに伴伴伴ううう心心心身身身ののの変変変動動動    

               月月月経経経周周周期期期ににに伴伴伴っっっててて ,,,    体体体力力力ががが変変変動動動すすするるるととといいいううう報報報告告告ももも多多多いいい ...    そそそののの変変変動動動ははは日日日内内内変変変動動動    

            （（（ ccciiirrrcccaaadddiiiaaannn   vvvaaarrriiiaaattt iiiooonnn）））ののの範範範囲囲囲内内内ででであああるるる ...    競競競技技技力力力にににももも影影影響響響ををを及及及ぼぼぼすすすなななどどど個個個人人人差差差ががが大大大    

               きききいいい現現現象象象ででであああるるる ...    競競競技技技種種種目目目（（（ aaattthhhllleeettt iiiccc    eeevvveeennnttt）））ににに対対対すすするるる月月月経経経ののの影影影響響響ははは ,,,    競競競技技技差差差はははあああ    

               るるるががが ,,,    影影影響響響がががななないいい者者者 333000%%%,,,    影影影響響響ああありりり ,,,    やややややや有有有りりりののの者者者ははは 777000%%%ででであああるるる ...       

               基基基礎礎礎体体体温温温（（（ bbbaaasssaaalll    bbbooodddyyy   ttteeemmmpppeeerrraaatttuuurrreee）））ががが 222 相相相性性性ででで排排排卵卵卵月月月経経経ににになななっっったたた者者者でででははは ,,,    月月月経経経前前前    

               ののの黄黄黄体体体期期期ののの背背背筋筋筋力力力ががが ,,,    月月月経経経ががが終終終わわわっっったたた後後後ののの卵卵卵胞胞胞期期期よよよりりり 666~~~888kkkggg 低低低下下下しししたたたととといいいううう報報報    

               告告告がががあああるるる ...    こここのののよよようううににに ,,,    無無無排排排卵卵卵性性性月月月経経経ののの時時時よよよりりりももも ,,,    排排排卵卵卵性性性月月月経経経ににになななっっってててかかからららののの    

               方方方ががが月月月経経経周周周期期期ににによよよるるる変変変動動動ががが大大大きききいいいよよようううににに思思思わわわれれれるるる ...       

   毎毎毎月月月正正正常常常ににに月月月経経経のののあああるるる者者者ははは 666888%%%,,,    不不不順順順 333000%%%,,,    月月月経経経ががが無無無いいい 222%%%ででであああるるる ...       

   スススポポポーーーツツツ種種種目目目別別別ににに体体体脂脂脂肪肪肪率率率ととと月月月経経経異異異常常常（（（mmmeeennnssstttrrruuuaaalll    dddiiisssooorrrdddeeerrrsss）））ののの頻頻頻度度度をををみみみるるるととと ,,,    体体体    

               操操操競競競技技技（（（ gggyyymmmnnnaaasssttt iiicccsss）））ややや新新新体体体操操操（（（ rrrhhhyyyttthhhmmmiiiccc    gggyyymmmnnnaaasssttt iiicccsss）））なななどどどでででははは体体体脂脂脂肪肪肪率率率ととと月月月経経経    

               異異異常常常ののの割割割合合合ににに負負負ののの相相相関関関（（（ nnneeegggaaattt iiivvveee   cccooorrrrrreeelllaaattt iiiooonnn）））がががああありりり ,,,    競競競泳泳泳（（（ ssswwwiiimmmmmmiiinnnggg   rrraaaccceee）））ややや    

               飛飛飛びびび込込込みみみ競競競技技技（（（ dddiiivvviiinnnggg   eeevvveeennnttt）））のののよよようううににに ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪率率率ががが比比比較較較的的的高高高くくくてててももも月月月経経経異異異常常常ががが    
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                  多多多いいいケケケーーースススもももあああるるる（（（図図図 666777...    種種種目目目別別別ののの体体体脂脂脂肪肪肪率率率ととと月月月経経経異異異常常常））） ...       

               排排排卵卵卵性性性月月月経経経ににになななっっったたた女女女性性性ののの 777000~~~888000%%%ははは ,,,    月月月経経経随随随伴伴伴症症症状状状ををを感感感じじじるるる ...       

               月月月経経経前前前 :::    黄黄黄体体体期期期ののの体体体調調調ははは ,,,    腰腰腰痛痛痛（（（ lllooowww   bbbaaaccckkk   pppaaaiiinnn）））,,,    胸胸胸ののの張張張りりり（（（ pppeeeccctttooorrraaalll    ttteeennnsss iiiooonnn）））,,,    眠眠眠    

               気気気（（（ sss llleeeeeepppiiinnneeessssss）））,,,    頭頭頭痛痛痛（（（ hhheeeaaadddaaaccchhheee）））,,,    肌肌肌荒荒荒れれれ（（（ rrrooouuuggghhh   ssskkkiiinnn）））,,,    倦倦倦怠怠怠感感感（（（ fffeeeeeelll iiinnnggg   ooofff    fffaaattt iiiggguuueee）））    

               なななどどど様様様々々々ななな症症症状状状ががが確確確認認認ささされれれるるる ...       

            555)))    月月月経経経周周周期期期ととと競競競技技技成成成績績績    

               大大大きききいいい競競競技技技会会会ででで上上上位位位入入入賞賞賞しししたたたりりり ,,,    自自自己己己新新新記記記録録録（（（ pppeeerrrsssooonnnaaalll    bbbeeesssttt    rrreeecccooorrrddd）））ががが出出出るるる割割割合合合       

               ははは ,,,    月月月経経経終終終了了了 777~~~111000 日日日ののの時時時期期期ががが最最最ももも多多多くくく 666000%%%以以以上上上ででであああるるるががが ,,,    月月月経経経中中中ににに上上上位位位入入入賞賞賞ややや    

               自自自己己己新新新記記記録録録ををを出出出しししたたた選選選手手手ももも約約約 222000%%%いいいるるる ...    最最最ももも少少少ななないいいのののははは月月月経経経直直直前前前ののの時時時期期期ででであああ    

               るるる ...       

   

XXXIIIIII ...    妊妊妊娠娠娠・・・出出出産産産・・・育育育児児児とととスススポポポーーーツツツ    

            女女女性性性ののの一一一生生生ののの中中中ででで ,,,    妊妊妊娠娠娠（（（ ppprrreeegggnnnaaannncccyyy）））・・・出出出産産産（（（ ccchhhiii lllddd   bbbiiirrrttthhh）））ははは ,,,    精精精神神神的的的（（（mmmeeennntttaaalll）））    

         にににももも肉肉肉体体体的的的（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll）））にににももも大大大きききななな変変変化化化をををもももたたたらららすすす ...       

         妊妊妊娠娠娠中中中ののの母母母体体体ははは ,,,    血血血液液液量量量（（（ bbblllooooooddd   vvvooollluuummmeee）））ののの増増増加加加 ,,,    心心心拍拍拍数数数（（（ hhheeeaaarrrttt    rrraaattteee）））ののの上上上昇昇昇 ,,,    換換換    

         気気気量量量（（（ vvveeennnttt iii lllaaatttooorrryyy   vvvooollluuummmeee）））ののの増増増加加加 ,,,    ホホホルルルモモモンンン・・・バババララランンンススス（（（ hhhooorrrmmmooonnneee   bbbaaalllaaannnccceee）））なななどどど ,,,    出出出    

         産産産ににに向向向けけけててて身身身体体体ががが大大大きききくくく変変変化化化すすするるる ...       

         出出出産産産後後後ははは ,,,    体体体重重重ののの増増増加加加 ,,,    カカカルルルシシシウウウムムム（（（ cccaaalllccc iiiuuummm）））ののの減減減少少少 ,,,    免免免疫疫疫力力力（（（ iiimmmmmmuuunnneee    sss tttrrreeennngggttthhh）））   

         ののの低低低下下下なななどどど ,,,    女女女性性性のののかかからららだだだははは妊妊妊娠娠娠以以以前前前とととははは大大大きききくくく変変変わわわっっっててていいいるるるここことととががが多多多いいい ...    しししかかか    

         ししし ,,,    出出出産産産後後後ははは適適適正正正なななトトトレレレーーーニニニンンングググととと ,,,    栄栄栄養養養摂摂摂取取取状状状況況況（（（ nnnuuutttrrriiieeennnttt    iiinnntttaaakkkeee）））なななどどどののの工工工夫夫夫    

         ををを行行行うううここことととににによよよりりり出出出産産産前前前ののの身身身体体体状状状況況況ににに回回回復復復すすするるる ...       

   

      「「「免免免疫疫疫（（（免免免疫疫疫シシシススステテテムムム）））」」」・・・「「「抗抗抗原原原」」」・・・「「「抗抗抗体体体」」」・・・とととははは：：：    

            「「「免免免疫疫疫 ((( iiimmmmmmuuunnniii tttyyy)))」」」とととははは ,,,    疾疾疾病病病（（（ dddiiissseeeaaassseee）））かかかららら逃逃逃れれれるるるここことととををを意意意味味味しししててておおおりりり ,,,    「「「体体体内内内    

            ににに入入入っっっててて細細細菌菌菌（（（ bbbaaacccttteeerrriiiaaa）））やややウウウイイイルルルススス（（（ vvviiirrruuusss）））なななどどどののの外外外敵敵敵（（（ iiinnnvvvaaadddeeerrr）））かかかららら身身身ををを守守守    

            るるる生生生体体体防防防御御御機機機能能能（（（ bbbiiioooppphhhyyylllaaacccttt iiiccc    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））」」」のののここことととででであああるるる ...       

            体体体内内内ににに異異異物物物 ,,,    例例例えええばばば病病病原原原菌菌菌（（（ pppaaattthhhooogggeeennniiiccc    bbbaaacccttteeerrriiiuuummm）））（（（抗抗抗原原原：：：aaannnttt iiigggeeennn）））ががが侵侵侵入入入すすするるるととと ,,,       

            そそそののの病病病原原原菌菌菌ににに対対対すすするるる「「「抗抗抗体体体（（（ aaannnttt iiibbbooodddyyy）））」」」がががつつつくくくららられれれるるる ...       

抗抗抗体体体ははは ,,,    病病病原原原菌菌菌ととと結結結合合合しししててて病病病原原原菌菌菌ががが感感感染染染（（（ iiinnnfffeeecccttt iiiooonnn）））すすするるるのののををを抑抑抑制制制しししたたたりりり ,,,    さささららら    

            ににに白白白血血血病病病（（（ llleeeuuukkkeeemmmiiiaaa）））なななどどどととと協協協同同同しししててて病病病原原原菌菌菌ををを体体体内内内かかかららら効効効率率率よよよくくく除除除去去去すすするるる ...    「「「抗抗抗    

            体体体」」」がががそそそののの対対対応応応すすするるる「「「抗抗抗原原原」」」ととと結結結合合合すすするるる反反反応応応ををを「「「抗抗抗原原原抗抗抗体体体反反反応応応」」」ととと云云云ううう ...    ここここここ    

            ででで云云云ううう異異異物物物ががが「「「抗抗抗原原原」」」でででああありりり ,,,    異異異物物物ででであああるるるととと認認認識識識すすするるるのののががが「「「抗抗抗体体体」」」ででであああるるる ...    抗抗抗原原原    

            ととと抗抗抗体体体ははは「「「鍵鍵鍵ととと鍵鍵鍵穴穴穴ののの関関関係係係」」」にににああありりり ,,,    完完完全全全ににに一一一致致致しししたたた時時時ににに、、、こここののの抗抗抗原原原抗抗抗体体体反反反応応応    

         （（（ aaannnttt iiigggeeennn---aaannnttt iiibbbooodddyyy   rrreeeaaacccttt iiiooonnn）））ががが起起起きききるるる ...       
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            こここのののよよようううにににしししててて ,,,    生生生体体体ががが疾疾疾病病病 ,,,    特特特ににに感感感染染染症症症ににに対対対しししててて抵抵抵抗抗抗力力力（（（ rrreeesss iiissstttaaannnccceee）））ををを獲獲獲得得得すすす    

            るるる現現現象象象ををを「「「免免免疫疫疫」」」ととと云云云ううう ...       

   

XXXIIIIIIIII ...    女女女性性性ののの特特特徴徴徴ににに応応応じじじたたたスススポポポーーーツツツプププロロログググラララムムム    

女女女性性性のののスススポポポーーーツツツ指指指導導導ににに関関関しししてててははは ,,,    性性性機機機能能能（（（ ssseeexxxuuuaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnn）））ののの特特特性性性ををを無無無視視視すすするるるこここととと    

      はははででできききななないいい ...       

111...    プププロロログググラララムムム作作作成成成上上上ののの重重重要要要点点点    

111))) ...    女女女性性性ののの身身身体体体特特特性性性（（（ ppphhhyyysss iiicccaaalll    fffuuunnncccttt iiiooonnnsss）））ををを考考考慮慮慮すすするるるこここととと：：：女女女子子子競競競技技技者者者ののの 444000000mmm 疾疾疾    

                     走走走中中中ののの酸酸酸素素素需需需要要要量量量（（（ oooxxxyyygggeeennn   rrreeeqqquuuiiirrreeemmmeeennnttt）））ににに対対対すすするるる酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの割割割合合合ははは ,,,    444555%%%ををを    

                     越越越えええててておおおりりり ,,,    特特特にににレレレーーーススス後後後半半半ははは大大大きききくくく酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ににに依依依存存存しししててていいいるるる ...    男男男子子子ののの場場場    

                     合合合ははは ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ににに依依依存存存すすするるる割割割合合合ががが 222000~~~333000%%%ととと報報報告告告ささされれれててていいいるるる ...       

   女女女性性性ががが無無無酸酸酸素素素パパパワワワーーー（（（ aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc    pppooowwweeerrr）））ををを使使使ううう運運運動動動ににに不不不利利利なななのののははは ,,,    筋筋筋量量量ががが男男男性性性    

                     ににに比比比べべべててて少少少ななないいいかかからららででであああるるる ...       

   従従従っっっててて ,,,    無無無酸酸酸素素素性性性エエエネネネルルルギギギーーー（（（ aaannnaaaeeerrrooobbbiiiccc    eeennneeerrrgggyyy）））ににに依依依存存存しししててていいいるるるととと考考考えええららられれれ    

                     ててていいいたたた競競競技技技でででももも ,,,    女女女子子子競競競技技技者者者ののの特特特性性性ををを考考考えええるるるととと ,,,    有有有酸酸酸素素素性性性（（（ aaaeeerrrooobbbiiiccc）））のののトトトレレレ    

                     ーーーニニニンンングググををを多多多くくく取取取りりり入入入れれれるるる必必必要要要ががが生生生じじじてててくくくるるる ...       

            222))) ...    性性性周周周期期期ををを考考考慮慮慮すすするるるこここととと：：：多多多くくくののの健健健康康康ななな女女女性性性にににははは ,,,    毎毎毎月月月 111 度度度 ,,,    111 週週週間間間程程程度度度ののの月月月経経経    

                     がががあああるるる ...    しししかかかししし ,,,    周周周期期期ややや日日日数数数 ,,,    随随随伴伴伴症症症状状状にににははは個個個人人人差差差（（（ iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll    dddiii fff fffeeerrreeennnccceeesss）））ががが    

                     ああありりり ,,,    そそそのののたたためめめパパパフフフォォォーーーマママンンンスススににに及及及ぼぼぼすすす影影影響響響にににももも個個個人人人差差差がががあああるるる ...       

                     従従従っっっててて ,,,    トトトレレレーーーニニニンンングググ・・・プププロロログググラララムムム（（（ tttrrraaaiiinnniiinnnggg   ppprrrooogggrrraaammm）））ははは ,,,    個個個別別別性性性（（（ iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll iii tttyyy）））   

                     ををを考考考慮慮慮しししててて作作作成成成ささされれれるるるべべべきききででであああるるる ...       

            333))) ...    女女女性性性競競競技技技者者者のののトトトララライイイアアアドドド（（（ tttrrriiiaaaddd））） ,,,    特特特ににに減減減量量量ににに注注注意意意すすするるるこここととと：：：女女女性性性競競競技技技者者者ののの    

                     トトトレレレーーーニニニンンングググににに直直直結結結しししたたた重重重要要要ななな問問問題題題とととしししててて ,,,    減減減量量量（（（wwweeeiiiggghhhttt    rrreeeddduuucccttt iiiooonnn）））ののの問問問題題題    

                     がががあああるるる ...    必必必要要要以以以上上上ににに減減減量量量しししすすすぎぎぎるるるとととエエエススストトトロロロゲゲゲンンンががが低低低下下下ししし ,,,    無無無月月月経経経    

                  （（（ aaammmeeennnooorrrrrrhhheeeaaa）））ににになななっっっててて骨骨骨粗粗粗鬆鬆鬆症症症（（（ ooosssttteeeooopppooorrrooosss iiisss）））気気気味味味ににになななりりり疲疲疲労労労骨骨骨折折折（（（ ssstttrrreeessssss       

                        fffrrraaaccctttuuurrreee）））ををを引引引ききき起起起こここすすすここことととがががあああるるる ...    摂摂摂食食食障障障害害害（（（ eeeaaattt iiinnnggg   dddiiisssooorrrdddeeerrr）））・・・無無無月月月経経経・・・骨骨骨    

                     粗粗粗鬆鬆鬆症症症ををを FFFAAATTT（（（ FFFeeemmmaaallleee    AAAttthhhllleeettteee    TTTrrriiiaaaddd:::    女女女性性性競競競技技技者者者のののトトトララライイイアアアドドド；；；三三三者者者関関関係係係）））    

                     ととと呼呼呼んんんでででいいいるるる ...    こここののの FFFAAATTT ののの 111 つつつののの要要要因因因ににに男男男性性性指指指導導導者者者ののの知知知識識識不不不足足足（（（ lllaaaccckkk   ooofff    

                     kkknnnooowwwllleeedddgggeee）））ももも上上上げげげららられれれててていいいるるる ...    特特特ににに ,,,    女女女性性性のののかかからららだだだががが作作作ららられれれるるる大大大事事事ななな時時時期期期ででで    

                     あああるるる中中中高高高生生生ののの指指指導導導現現現場場場にににおおおいいいてててははは ,,,    女女女性性性のののスススポポポーーーツツツ活活活動動動ををを考考考えええるるる上上上ででで重重重要要要ななな    

                     課課課題題題ででであああるるる ...       
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         図図図 333000...骨骨骨ととと筋筋筋・・・腱腱腱ののの発発発育育育・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222777   

         図図図 333111...年年年代代代別別別にににみみみたたたケケケガガガののの内内内容容容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222777   

         表表表 111...    年年年代代代ににによよよるるるケケケガガガののの部部部位位位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 222888   

VVVIIIIIIIII ...    中中中高高高年年年者者者のののかかからららだだだ    

         図図図 333222...身身身体体体活活活動動動量量量ののの年年年齢齢齢変変変化化化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333000   

         図図図 333333...老老老化化化促促促進進進ののの循循循環環環説説説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333111   

         図図図 333444...活活活力力力寿寿寿命命命ととと健健健康康康寿寿寿命命命ののの概概概念念念図図図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333111   

         図図図 333555...臓臓臓器器器・・・組組組織織織ののの萎萎萎縮縮縮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333111   

         図図図 333666...加加加齢齢齢ににに伴伴伴ううう身身身体体体組組組成成成ののの変変変化化化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333111   

         図図図 333777...皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪量量量ととと体体体内内内深深深部部部脂脂脂肪肪肪量量量ののの年年年齢齢齢変変変化化化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333222   

         表表表    222...生生生理理理的的的機機機能能能ののの老老老化化化（（（ 333000 歳歳歳かかかららら 777000 歳歳歳まままででで）））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333222   

         図図図 333888...各各各種種種体体体力力力ののの加加加齢齢齢変変変化化化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333222   

IIIXXX...    中中中高高高年年年期期期ののの運運運動動動プププロロログググラララムムム    

         図図図 333999...運運運動動動強強強度度度・・・運運運動動動効効効果果果・・・危危危険険険性性性ののの関関関係係係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333333   

         図図図 444000...安安安全全全ででで効効効果果果的的的ににに運運運動動動ををを行行行ううう心心心がががけけけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333333   

         表表表    333...低低低いいい運運運動動動強強強度度度ががが奨奨奨めめめららられれれるるる人人人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    333333   

         図図図 444111...運運運動動動ににによよよるるるエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333333   

         表表表    444...111 週週週間間間ののの運運運動動動実実実践践践例例例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    333444   

         図図図 444222...基基基本本本的的的ななな運運運動動動ののの種種種類類類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333444   

         表表表    555...一一一般般般的的的ななな運運運動動動プププロロログググラララムムム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333555   

         図図図 444333...エエエネネネルルルギギギーーー供供供給給給ののの無無無酸酸酸素素素過過過程程程ととと有有有酸酸酸素素素過過過程程程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333555   

         図図図 444444...運運運動動動強強強度度度ととと血血血中中中乳乳乳酸酸酸濃濃濃度度度・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333555   

         図図図 444555...運運運動動動ののの強強強さささととと心心心拍拍拍数数数 ,,,    酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量ののの関関関係係係    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333666   

         図図図 444666...心心心電電電図図図ののの基基基本本本波波波形形形・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333777   

         図図図 444777...脈脈脈拍拍拍ののの測測測定定定（（（第第第三三三指指指ののの指指指腹腹腹ででで測測測定定定）））・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    333888   

         図図図 444888...安安安全全全限限限界界界ととと有有有効効効限限限界界界・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333888   

         図図図 444999...有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動時時時ののの酸酸酸素素素摂摂摂取取取量量量曲曲曲線線線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333999   

         図図図 555000...有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ででで使使使わわわれれれるるるエエエネネネルルルギギギーーー源源源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 333999   

         図図図 555111...運運運動動動ののの頻頻頻度度度ととと効効効果果果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444000   
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         図図図 555222...有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ににによよよるるる体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ととと週週週当当当たたたりりりのののエエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量    

                        ののの関関関係係係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444333   

         図図図 555333...有有有酸酸酸素素素性性性運運運動動動ににによよよるるる体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ととと運運運動動動実実実施施施前前前ののの体体体脂脂脂肪肪肪率率率ののの    

                        関関関係係係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444333   

         図図図 555444...若若若年年年者者者ととと高高高年年年者者者ののの体体体脂脂脂肪肪肪量量量ににに及及及ぼぼぼすすす身身身体体体活活活動動動量量量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444333   

         表表表    666...    身身身体体体活活活動動動ににによよよるるる体体体重重重 ,,,    体体体脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ににに寄寄寄与与与すすするるる因因因子子子・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444333   

         図図図 555555...身身身体体体活活活動動動ののの強強強度度度とととエエエネネネルルルギギギーーー供供供給給給源源源・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444444   

         図図図 555666...除除除脂脂脂肪肪肪量量量ののの変変変化化化ととと身身身体体体活活活動動動ののの実実実施施施週週週数数数及及及びびび 111 週週週当当当たたたりりりののの    

               エエエネネネルルルギギギーーー消消消費費費量量量とととののの関関関係係係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444444   

         図図図 555777...各各各種種種身身身体体体活活活動動動後後後ののの身身身体体体組組組成成成ののの変変変化化化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444555   

XXX...    女女女性性性のののかかからららだだだ    

         図図図 555888...555 つつつのののレレレベベベルルルかかからららみみみたたた人人人体体体ののの構構構成成成要要要素素素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444555   

         図図図 555999...222   –––   成成成分分分モモモデデデルルルににによよよるるる体体体重重重ののの構構構成成成要要要素素素・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444555   

         図図図 666000...成成成人人人男男男女女女ののの部部部位位位別別別にににみみみたたた皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪厚厚厚ととと筋筋筋厚厚厚    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444666   

         表表表    777...日日日本本本代代代表表表選選選手手手ののの身身身体体体特特特性性性：：：バババレレレーーーボボボーーールルル    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444666   

         図図図 666111...皮皮皮下下下脂脂脂肪肪肪厚厚厚ととと筋筋筋厚厚厚ののの男男男女女女比比比較較較：：：男男男子子子ににに対対対すすするるる%%%   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    444666   

         図図図 666222...筋筋筋力力力ととと筋筋筋断断断面面面積積積ののの関関関係係係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・       444666   

         図図図 666333...呼呼呼吸吸吸循循循環環環機機機能能能ののの性性性差差差：：：女女女 ///男男男 ***111000000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444777   

         図図図 666444...神神神経経経機機機能能能ののの性性性差差差：：：女女女 ///男男男 ***111000000・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444888   

XXXIII...    月月月経経経とととコココンンンデデディィィシシショョョニニニンンングググ    

         図図図 666555...月月月経経経期期期・・・卵卵卵胞胞胞期期期・・・排排排卵卵卵期期期・・・黄黄黄体体体期期期ととと女女女性性性ホホホルルルモモモンンン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444888   

         図図図 666666...スススポポポーーーツツツ種種種目目目別別別ののの平平平均均均初初初経経経年年年齢齢齢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 444999   

         図図図 666777...種種種目目目別別別ののの体体体脂脂脂肪肪肪率率率ととと月月月経経経異異異常常常・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 555111   

XXXIIIIII...    妊妊妊娠娠娠・・・出出出産産産・・・育育育児児児とととスススポポポーーーツツツ    

XXXIIIIIIIII ...    女女女性性性ののの特特特徴徴徴ににに応応応じじじたたたスススポポポーーーツツツ・・・プププロロログググラララムムム    
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ついての社会的評価

口 26菫■経験と自己概念の口係



基礎的運動パターン
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ぶらさrう

体をふる

′ヽランスをとる

など

移動運動

あるく

はし0
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のぼる
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など

口 27.二礎的菫腱パターンの例

甍
退
的
変
容

進
歩
的
変
容

，
動

機
能
の
変
化
量

出三        年齢

伝続的な発Eの提え方

口28.従来0発通の提え方と発菫の複合性から生じる質的費化と提える生理発違

_骨 端線 (成長ユ骨)

一 青端線 (成長軟■)

死        時間の変イL―‐

生涯発
=蜀
積の複合性(BJtes et J 1980)

(村田孝次:生涯発達心理学の霊題よ0,引月)

=が
矢印のように俸

びると筋 腱の緊張

がなくなり奎くなる

骨端線 (成長軟骨)

目 29.発青中の■ 日30.■ と筋・腱の発青
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表 1 年代によるケガの椰位

6～10蔵   11～ 15,  16～ 21政

目 31年代瀾にみたケガの肉害

中学生以下 高●生以上

1位
2●
3位
4●

5位
6位

7位
3 tL

9位
10位

指

節

趾

　

節

腕

腱

　

部

骨

手

申

心

膝

諦

前

下

　

頭

鎖

(266%)
(165%)
(78%)
(75%)
(64%)
(53%)
(47%)
(35%,
(25%)
(23%)

節

積

　

極

趾

　

盤

節

　

部

関

　

膝

　

　

扁

　

関

肘

胸

足

手

　

下

足

　

骨

手

　

削̈

241%
173%
155%

`04%57%
37%
86%
29%
25%
18%

身

体

機

能

30  40  50
年齢 (歳)

身体活鵬量の年齢責化 目33 者化優通の
"凛
脱

健
康

度
　
活
力

水
準

202-● tt年期

―

老年期
一

(田中ら 2oo4)'

日 34 活力寿0と健康寿命の積念目

カロ齢 老 (ヒ

正常な肝薇

老人ヽ姜癖

目35費●・組織の壼綸



25歳             ヽ 歳

口 3`加常に伴う身体組咸の費化

■ 体内深部鮨肪量 □ 皮下脂防量

鵡
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横　　　蟻
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日 37皮下口肪量と体内凛椰口肪量の年齢費化

1()00

凛 2 生理的機能の資化 (30●から70歳まで)
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体
　
カ

全身反

`時 間

垂直跳び

大酸茉

摂取量

20  30  40  50  ∞   70年 齢 (蔵 )

日 38 各種体力の加齢童化
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日

有

効

果

筆

軍

日 3)■麟強農・遍鵬効果・危険性の目係

壺 3 低い運鵬強度が彙められる人

日 40 安全で効果的に運■を行う0がけ

う医師らの治燎を受けている人 はない

②狭心書のあ人    う

う要注意の不菫脈のある人 員で,=ない

④血圧や血■のコントロールが不良な人 D

うモ密壼■■が不良の人 ではない

③漱倒しやす0ヽ人     )
,■が著しく菫い人     に■7瓦議

③ 左右のバランスがとれていない人   )

壺 4.1週日の電磁奥騰例

目41 遭■によるエネルギー消費量

持久力の保持/向上
鮨肪の燃焼

ゆ

吟

0

吟

曰 月 火 水 木 全 土

週3日  ◎ ○ ◎

週5日  ◎ ○ ◎ 〇 〇

体力の保持 ストレス解消

毎 日 ◎ △ 〇 △ 〇 △ 〇

毎日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

◎:多めて強め)に■6する日 O培 通に運動する日

△:少なめ(軽め)に運動する日

生きがい発見なと

ヽ ′

|,や関昴を守るため 六|'にくいからだづく
'1)

日 42 ■本的な連助の種類

推黎■ かなり広い

1週あたり



衰 5 -般的な運■プログラム

無酸素工 ワ́:ギー 有酸素ェネ′ベ ー

知曖素過程

(解 糖)

有酸素過程

(TCAサイクル)

日43 エネルギー供給の彙腱素通種と有酸素過租
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運■強度と血中乳腱濃度
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目 45 運臓の強さと心拍藪.強秦捜取量の日係

PQの幅 ORSの幅

QT時間

目 46 0電目の薔本政移
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案
=縞

で拍動を鋼ります

目 47 厳拍の■定
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目 48 安全限界と有効限界
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A+B=饉素露襲晨

(葬乳障世02負債)

目 51 =■の日度と鶏果



0()00

5αX'

1(XX)

3("0

2try

l(XX)

()

30

25

20

15

10

日
目
Ｓ
ｅ
〓
‘
抹

．　

”^
ヽ
こ

“
“
謳

サ
ミ
■
Ｈ

4     -2

体由|1量の
=化
(0

日
" 

有腱秦性運職による体鵬肪量の主化
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有餞素性菫■による体臓肪量の費

化とヨ職奥籠首の体自肪率の日僚
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目54若年者と富年者の体自動に及ぼす書体活鵬量
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絡エネルギー消費枷
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=

然脂肪■ (・・ ) 総エネルギー消費コ 過

総エネルギー消費到 週+前の体編肪率
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原子レベル

目 5&5つのレベルからみた人体の構成長素

日 592-成 分モデルによる体■の構成要素
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位月にみた皮下鵬肪厚と筋厚
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衰 7.日本代表菫手の身体組威 :パレ=J―■

(財団ま人日本オリンピック委員会美料より,成 )

(シ ドニーオリンビックパレーボール日本代表選手)
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日 61皮下口肪厚と筋厚の男女比較 :男子に対する%
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