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自己紹介
小学校4年生から東京スイミングセンター 大学までスイミングで競泳

1985 稲付中学校卒業（最近JOCエリートアカデミー在籍生が多数）

1988 都立小石川高校卒業

1992 早稲田大学人間科学部スポーツ科学科卒業

1994 早稲田大学大学院人間科学研究科修士課程修了

1995 早稲田大学大学院人間科学研究科博士課程中退

1995 大阪大学健康体育部助手

1999 博士（医学）（大阪大学）取得

1999 University of California, Davis訪問研究員

2004 九州大学健康科学センター助教授

2013 東京工業大学社会理工学研究科教授

2016 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授
現在に至る．



本日のコンテンツ

東工大のリベラルアーツ教育の紹介（40分）

ウェルネス科目の現状（20分）

私の研究紹介（40分）

運動と健康の関係（40分）



打ち込む態勢を作るのが先で，剣は
それに従うもの．（宮本武蔵）



理工系の専門分野を刀と例えるならば，適切な
振り回し方を修得させるのが教養教育．

例えば，「遺伝子組換・化学合成技術・原子
力」から「生物兵器・サリン・核兵器にするか
どうか」を理屈とともに考えて，判断する力の
養成．

⇒ 時には作る必要があるかもしれない（我々
が教えるのは「作るな」ではないはず）．



現代的な教養

心の糧になる，生きる意味を感じるような，
いわゆる教養（文学，芸術） ある意味なく
ても良いが人生を豊かにする．

社会で役立つ，有益な正義につながる仕事を
するための，教養（法律，政治）． あれば
仕事がよりうまく行く．

衛生状態のプアな海外に行くなど，身を守る
のに役立つ教養（心理学，健康科学）． な
いと死んじゃうかも．



文系教養科目，英語，第二外国語，健康・スポーツ，留学生科目，教職科
目の教員がリベラルアーツ研究教育院へ



教養科目が学部教育に対して「くさび型」⇒ 博士課程まで

頭にくさびを打ち込む勢いで厳しくしているのではない．



理工系以外の内容を強調しなくてもいい
のでは．．．とは言っていられない．

理系研究者（企業・大学とも）にとって重要な仕
事は，実験データを基にした論文執筆や研究費・
プロジェクトの申請書執筆である．理系といえど
も，書くことをないがしろにしては生きていけな
い．

文書は一人で書くのではなく，複数名で分担する
ことも多い．リーダー・フォロワーとして文書を
練る作業も必要である．



実際に

2013年度の研究者1名当りの論文執筆ページ数（ペー
ジ数を入力している業績のみ，入力なしの業績も倍数
程度ある．業績を入力していない研究者のデータは削
除している）

東工大 平均 27.5ページ

一橋大 平均 20.8ページ （村井源，山元啓志，林直亨予備調査）

東工大では，研究助成金申請書（15ページ程度）を
平均１つは提出．

文系も理系も書く量は同等！





学びのコミュニティを作り出す大学
院生GSA(Graduate Student Assistant)

第3・４Q開講
のピアレ
ビュー実践や，
来年度１Q開
講のリーダー
シップアドバ
ンスも是非受
講を！



実際の授業の内容

立志プロジェクト

1年次第1クォーター必修



講堂講義+少人数クラス

木曜に講堂講義→月曜に少人数クラス
◦各28〜30人。１〜７類混成。

少人数クラス
◦学生同士が話し合い，学び合う場
◦講義を聞き，宿題（要約と応答）を書いて持ち寄る

◦４人のホームグループを拠り所に

◦「えんたくん」など対話促進ツールを活用

教員はファシリテータ
◦千人の「アクティブ・ラーニング」型授業の実践

◦H29から「リーダーシップアドバンス」の修士2年
生もファシリテータとして参画



講堂講義と少人数クラスでのグループワークを繰り返し，深めていく！

大人数

少人数



本年度講堂講義ラインナップ

池上彰：良き問いをたてる - 大学で学
ぶ君たちに

美馬のゆり：RIKEJO的生き方のススメ
〜経験を通して学ぶ〜

平田オリザ：わかりあえないことから -
コミュニケーション能力とは何か

藤田一照：曹洞宗僧侶

佐々木紀彦：NewsPics編集長

三島学長



昨年の少人数クラスを
写真で紹介



机を片付け、椅子のみで輪になって座り、チェックイン。
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サマリー（要約）：何を聴いたか、レスポンス：（応答）何を感じ考えたか。
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えんたくん上に用紙を置き、出てきたキーワードを可視化しながら
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毎回最後にフィードバックシートに「今日の発見、気づき」を書く
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「私たちの学び３か条」の例



東工大立志プロジェクトのゴール

様々な分野の講演（input）と少人数クラスで
のディスカッション（相互作用）を通して，

各自の相互主観性を育成し，

私の学び

私の志

を立てられるようにする(output) 。
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教養卒論
3年次必修（未開講）
立志プロジェクトの学生が再会する．

これまでに学んだ教養（立志プロジェクトあるいはそ
れ以前からこれまで），経験を記しなさい。

それを踏まえ，科学技術あるいは自分の専門分野と
人間，社会，歴史，文化などとのかかわりを考えなが
ら，世界をよくすることにどう貢献したいか・できる
か，そのためには何を学ぶことが今後必要かを述べな
さい。

タイトルを書くこと。参考文献を２冊以上用いるこ
と（立志プロジェクトの文献参照）。 2,000字以上
（A4版2枚程度以上）



実際の授業の内容

リーダーシップ道場

修士1年次第1・２クォーター開講



リーダーシップ道場
（大学院・選択科目）
・修士１年60名×12クラス，約700名が受講

・リーダー，ファシリテーターとしてのスキルを学修

1. リーダーとリーダーシップの違い

2. ワールドカフェ方式でリーダーシップについて対話

3. 合意形成ゲーム「月で遭難したら」と中間レポート

4. チームでの発想支援：発散と収束

5. 情報の共有：ジグソーによるテキスト紹介

6. 最終レポートのピアレビュー

7. 最終発表



なぜリーダーシップなのか？

大学生4,000名を対象としたリーダーシップについて
の意識調査によると（明治安田生活福祉研究所
2010），研究開発志望者はリーダーシップを有しな
い傾向．東工大生もリーダーシップに欠ける，ある
いは意識していないのでは？

企業の1,380名を対象にした調査では，支援型リー
ダーシップを有する者がいると，メンバーが活躍し
やすい環境ができると6割程度が回答した（en調査，
2015）．チーム協働の多い現代では，支援型リー
ダーシップが不可欠．社会では支援型リーダーシッ
プが求められる．



なぜリーダーシップなのか？

一方，支援型リーダーシップを知らない企業人が8
割近くいる．社会全体で，リーダーシップについて
の理解が不足している．

⇒強権型のリーダー（属人的）ではなく，支援型
リーダーシップ（機能）が不可欠であることを学生
が自覚・修得し，学生時代に支援型リーダーシップ
を理解・修得することが重要である．



リーダーシップ1.0

１９２０年頃まで 国王，藩主など，圧倒的権力を有し，配下を支配してきた．
権力を発揮．
リーダーという言葉あったが，リーダーシップという言葉はなかった．
フォードの成功もこの形だった．ところが，同じフォード車ではユーザーの心を
ひきとめられなかった．
小杉俊也 リーダーシップ3.0 祥伝社新書 2013



階層型組織を逆転して，最も下にリーダーがいて支える（階層の下にいる必要は
ない）．組織全体に働きかけ，ミッション・ビジョンを共有し，オープンにコ
ミュニケーションを取り，組織や個人の主体性，自立性を引き出す．組織全体を
そのような「場」として整える．
個人が自律的に働くことを引き出すには，リーダーは支援したり，ファシリテー
トすることが必要になる．
・自律意識を持ち，自ら仕事をしていくこと＝自らに対するリーダーシップ（能
力とは関係ない．意思や覚悟）を引き出す．
具体例：サーバントリーダーシップ，支援型リーダーシップ

リーダーシップ3.0



リーダーシップ道場受講の
その後

リーダーシップ道場を履修すると，

ピアレビュー実践（修士1年選択），リーダーシップ
アドバンス（修士２年選択）を受講可能になる．

・ピアレビュー実践は教養卒論で，

・リーダーシップ立志プロジェクトで，

ファシリテーター役として，演習・体験・学びあい．

以下，ピアレビュー実践を紹介します．



実際の授業の内容

ピアレビュー実践

修士1年次第３・４クォーター開講



ピアレビューとは

ピアレビューとは，仲間や同僚を意味する
「ピア; peer」が，お互いの成果物を診断・
評価，すなわち「レビュー」しあう活動。学
術分野では「査読」と呼ばれる

互いに成果物をより良いものにしていくこ
とが目的。その姿勢を忘れてはいけない。管
理者や監督者が業績や仕事ぶりを評価する管
理活動や，単なる批判とは違うことに注意。
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授業計画・日程

1. イントロダクション

2. シカゴ・スタイルエッセンスの修得

3. ミニピアレビュー （作文提出）

4. 適切なピアレビュー実践方法

5. 対面でのピアレビュー実践（作文提出）

6. オンラインでのピアレビュー実践１

7. オンラインでのピアレビュー実践２（最終提出）

8. 対面とオンラインレビューのふりかえり，まとめ



実際の授業の内容

心身のタフネス

大学院修士２年次第1クォーターの選択科目

履修希望者が200名もいる人気？科目

ただし，80名が上限．．．





健康とは？

右図のような３〜５人組で，
◦ 自己紹介の後で，

◦ 健康とは何か考えてみよう．

１

３ ４

２

５

教室前側



世界保健機構（WHO）の定義

健康とは、完全な肉体的、精神的及び社会的
福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在
しないことではない．到達しうる最高基準の
健康を享有することは、人種、宗教、政治的
信念又は経済的若しくは社会的条件の差別な
しに万人の有する基本的権利の一つである．

1951年6月26日に戦後日本の条約第1号として
公布．



日本国憲法での健康の扱い

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。国は、
すべての生活部面について、社会福祉、社会
保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなけ
ればならない

社会保障や厚生労働的な行政の大本となる一
文．1947年5月3日施行．



心身の状態の関連について
考えてみよう

再度，先ほどのグループで話し合い

心の不調が起きた際に，身体には何が起きた
か？

身体の不調が起きた際に，心には何が起きた
か？



身体の健康と精神力

2007年9月12日 安倍晋三首相辞任．

その12日後，入院先での会見にて

「体調は悪化し続け，自らの意思を貫く基礎と
なる体力に限界を感じた」

心身の相互作用についての研究は多い．



腹筋を割る

腹筋はすでに割れている！⇒

腹筋前部の脂肪を減らすことが重
要．

脂肪1kgの消費は7,000kcalに相当
する．（摂取は9,000kcal)

長時間の運動をしないと脂肪は落
ちない⇒ ではどうする？



学部でのウェルネス科目
紹介



ウェルネス・(旧)健康・ス
ポーツ科目
いわゆる文系の教養だけでなく，artあるいは，技
法としての教養も必要．

語学（昔もラテン語が教養だった）

芸術

健康・体力（「国家」の中でソクラテスが健康・
体育について述べている．インダス文明において
も，適度な運動が良いと気づかれていた．三国志
の時代には，曹操の典医・華佗（かだ）が適度な
運動には健康増進の効果があるとしている．

現代では，外国で働く際のプアな健康・衛生状況
に自ら対処できる人材となることが重要．
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立志の次は

立身出世



46

内容

ウェルネス科目を開講する意義

ウェルネスとは

ウェルネス科目の実施体系

おまけ
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大学でも体育？

「大学名，体育」でこんな結果が出るのは，RU11では，この2大学だけ．．．
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日経新聞 2016年2月8日 清家篤慶大塾長「総合大学の意義」

1936年，ハーバード大学創立300周年記念式典で総長James Conant, PhD

（化学者）は，上記４つが大学にとって重要なポイントであり，無視され

ず，過度に支配的にならないことが重要と強調．現総長Drew Faust, 

PhD(歴史学者）もこの考えに同意．



大学におけるスポーツ

アメリカの大学ではVarsity teamに入ることは名誉なこと．そこで

活躍することは高い評価を得る．

Eric Heidenはウィスコンシン大学医学部時代にレークプラシッド五

輪で優勝．

ハーバード大学では、２０００年時点でオリンピックのメダリスト

を５２名も輩出．早稲田大学でも３１名．ハーバード大学が学力だ

けではない幅広い才能、人格というハードルを設定して優れた学生

を集め、優れた教育を行ってきた．真の人間的能力（知力・体力・

精神力・判断力・徳性など）をもった青年のリクルーティングこそ

が大学発展の生命線の一つであるという．
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• 文系の教養だけでなく，art・技法としての教養も必要．

• 健康・スポーツについては，昔から記載がある．

o 「国家」の中でソクラテスが健康・体育について述べている．

o インダス文明においても，適度な運動が良いと気づかれていた．

o 三国志の時代には，曹操の典医・華佗（かだ）が適度な運動には健康増進

の効果があるとしている．

• 海外で働く際，日本に比較してプアな衛生状況に自ら対処で

きる人材となることが重要．身を守るのに役立つ教養（心理

学，健康科学）がないと死んじゃうかも．

教養の外か中かは分かりませんが．．．
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週１回の運動（大学体育
授業）でも不眠が改善

体育受講群35名と対照群
105名の活動量をI-PAQで，
不眠の指標をJESSにて調
査．大学体育 2010
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定期的に運動している方が，抑うつ傾向少ない

大学1年生の質問紙調査 中間結果 抑うつ傾向の有無（CES-D)

何か定期的に運動していますか？

全体 抑うつなし 抑うつあり

ほとんどしない 36% 33% 45%

ときどきする 52% 54% 48%

ほとんど毎日する 12% 13% 8%
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週1回でも体力改善（筋力トレーニング授業の効果）



53

大学が最後のチャンス

✓ １つのスポーツ種目を楽しむレベルまで技能向上．

✓ 技術にそれほどこだわらずにスポーツを楽しむ．

✓ 生涯にわたって楽しめるスポーツの探索．

✓ 種目に特化した知識を深化．

✓ 健康的な生活を送るための正しい知識とその背景の

理解（皮相的な知識ではなく e.g., 薬物）．

✓ 実験・実習を通した，生物学・心理学的に自分の身

体を理解．
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健康・スポーツ科目の授業が学生の身心の健康に役
立つと実感すること（教員側から）．

・グループ行動の苦手な学生を容易に発見できる．

・その学生をグループに入れるような働きかけをして，成功する．

・心身の不調を見抜いて，声をかけることができる．

・心配な時は，保健管理センターや医者へ行けと勧める．

・学生はいやでもクラスでコミュニケーションを取らざるを得ない．

・体育嫌いの学生が，スポーツを好きになる．

・体力がついて，体つきも変わる．

・自分が教えた実技を実践に移している学生がいる．

・身心について困っていること（だけど，保健管理センターや医師に相

談するほどでもないこと）を相談できる．
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ウェルネス科目の構成
実習は0.5単位換算で，２科目履修して１単位とする．

１００番台
健康科学概論，健康科学演習，ウェルネス実習

２００番台
生涯ウェルネス実習，生涯スポーツ実習

３００番台
トータルウェルネス実習

５００番台
心身のタフネス

教養特論：身体教養科学，スポーツ科学



教職員・学生・卒業生の協力が鍵

•学生の25％は抑うつ傾向を有し，男子学生では運動習慣が
抑うつを抑制する傾向(九大での調査)．

•東工大で6月に実施した予備調査（林）では希死念慮を有
する学生が15％もいる（九大は５％）．

•スポーツ施設・福利厚生施設を手厚く（大学サービス経
費が$500増加すると，6年以内での卒業率が0.7％増加．教
育研究費を同額増額しても，0.3％の増加にとどまる
（Cornell Higher Education Research Institute）．

•海外の大学では当たり前の施設の設置（スポーツ施設，映
画館，劇場，ボーリング場，コンサート開催可能な施設）



「卒業生の」「協力が鍵」

寄附をしようと思う，「おお
らか」で「すこやかな」心を
持つことこそが健康の源であ
る．

（上田紀行と林との対話）



お金の重み

理工学系に3万円寄附をしてもあまり喜ばれま
せんが，

リベラルアーツに3万円寄附をすると，それで
講師1名を呼んで，学生200名を刺激する話が
できます！



研究紹介

味覚（快感情）を顔面の血流から判別す
る試み

食べる速さがエネルギー消費に与える影
響



背景１：これまでの味覚やおいしさの評価方法と限界

ヒトの表情は，味覚や情動に伴い特異的に変化する（Charles Darwin)．

成人では，表情を偽ることが可能．

⇒表情の変化を用いて，おいしさを客観的に

評価することは困難．

苦味摂取時の表情

表情を用いれば，「味覚」や「おいし
い・まずい」を非言語的・客観的に評
価することが可能かもしれない.

⇒



背景2：新たな「おいしさ」の評価方法
情動の変化を顔色で表す言語表現が数多く存在する．

脳の扁桃体中心核の活動は，表情と自律神経活動
（e.g.皮膚血流）の両者に変化をもたらす(Medina et al.2002)．

⇒情動に伴う表情の変化と，顔の皮膚血流の変化は関連している
可能性がある．

顔の皮膚血流は，偽ることが困難

⇒ 「おいしさ」を客観的に評価できる可能性がある．

食べ物
【本研究の仮説】

・おいしさの変化に伴う顔の皮膚
血流の変化に特異性がある．

【先行研究】

・おいしさの変化に伴う表情
の変化に特異性がある．

運動神経の応答に
伴う表情の変化

自律神経の応答に
伴う血流の変化



本研究のゴール

顔の皮膚血流の応答から個人が感じている

味覚やおいしさを客観的に評価する．

意思疎通の困難な者の味覚を客観的に判定し，個人の
嗜好（好み）に合った食事を提供する ．

食品開発における官能評価に利用する．



 基本味の刺激に対する自律神経系（ANS)の活動（e.g.心拍

数，指の皮膚血流，呼吸数，発汗）は，まずさの程度に応

じて変化する（Rousmans et al. 2000)．

 ただし，これらのANSの指標では，おいしさの程度まで評

価することできない (Leterme et al 2008)．

背景・目的

目的：顔の皮膚血流応答の特異性から「味覚」や

「おいしさ」を評価することが可能か否かを明らかに
する．



方法
被験者： 健常男女16名（男性10名，女性6名；年齢26±5歳，身長

168±9cm， 体重60±6kg 平均 ±標準偏差）

試料溶液： 水（対照），甘味（スクロース），酸味（クエン酸），塩味（塩

化ナトリウム） うま味（グルタミン酸ナトリウム），

苦味（キニーネ） ※各基本味には，

味覚閾値以上の，濃度の異なる溶液を3種類用意した．各溶液の温

度は３７℃に保った．

測定項目： 顔の皮膚血流（レーザースペックルフローグラフィー）

解析対象部位：額，瞼，鼻，頬

主観的な快・不快感覚（嗜好度）（－５〜＋５の １１段階で示し

たVisual Analog Scale: VAS）

データ解析： 一元配置のANOVAを用いて，主効果の検定を行い，有意な場

合には，事後検定を行った．値は全て平均±標準誤差で示した．

有意水準は全て５％未満とした．



プロトコール

≈安静２分 刺激２０秒

吐き出し，
口を濯ぐ

顔の皮膚血流 投与後５～９秒

嗜好度の記入
快・不快感覚

口腔内へ味覚溶液
1mlを投与

※味覚溶液はランダムな順序で与えた．ただし，苦味刺激は，味が長時間口の
中に残るので，試行の最後に行った．

※顔の皮膚血流の測定中は，表情をできるだけ変化させないように指示した．



結果：主観的嗜好度
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結果：顔の皮膚血流のイメージ図

甘味：瞼の皮膚血流が増加す
る．

うま味：瞼の皮膚血流が増加
する．

苦味：鼻の皮膚血流が減少す
る．

甘味(a)，うま味(b) ，苦味(c) 刺激に伴
う特異的な顔の皮膚血流応答．白い
円は測定部位を示している．



結果：顔の皮膚血流と嗜好度との関連

甘味とうま味刺激に伴う瞼の皮膚血流(a, b) と，苦味刺激に伴う鼻
の皮膚血流(c)と主観的嗜好性尺度との関係性．全てP < 0.05．
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まとめ

顔の皮膚血流は，基本味の刺激に対して特異的な応答を示した．

この変化は，主観的な嗜好度に関連するものであった．

顔の皮膚血流の変化を観察することが，味
覚や味覚に伴う「おいしさ・まずさ」を捉える
有効な手段となる可能性が示唆された．

Kashima H and Hayashi N. PLoS One  2011



背景―肥満の現状
肥満はGlobal obesity pandemicと呼ばれるまでに世界中で蔓
延している（Swinburn et al., 2011）．

➢現在，世界の成人の39%が過体重者，13%が肥満者（WHO,

2016）．

⇒その数は，1980年から2016年の間に約2倍に増加．

➢わが国では，特に男性肥満者の増加が顕著である（男性29%，
女性21%）（平成26年国民健康・栄養調査）．

⇒1980年から現在までに約1.6倍に増加した．

「肥満は万病のもと」と言われ，心血管疾患，代謝疾患，筋骨
格系障害，ガンなどの数多くの慢性疾患と関連がある（WHO, 

2016）．

⇒このような慢性疾患の発症や進行を防ぐために，効果的な肥
満予防法や治療法の開発が必要である．



背景―摂食速度と体型との関係
肥満の予防法や治療法の一つに，食事療法が挙げられる．ゆっくりよく噛

むことが推奨されている（肥満症治療ガイドライン2006，噛ミング３０）．

咀嚼の効果の発見

Horace Fletcher (1849-1919)

咀嚼方法に着目し，咀嚼の効果を初めて提唱した（Smit al. 2011）．

食事をよく噛むと，食事量を減らすことがで

き，減量に効果的である．

摂食速度と体型との関係（平成21年国民健康・栄養調査，Ekuni et al., 2012など）．



摂食速度と体型との関係

健常女性84名が鮭おにぎり1個を食べた際の摂食速度
と体型との関係（JNVS 印刷中）．
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摂食速度と体脂肪率に有意な負の相関関係がみられた．



【先行研究】

体重増加過食 肥満早食い

早食いによる過食が体重増加をもたらす

（ Robinson et al., 2014など）

摂食速度と体型との関係をもたらす要因



摂食速度は食事誘発性体熱産生に
影響する？

DITは口腔刺激の種類（味覚やテクスチャーなど）
の影響を受ける（Oka et al., 2003, De Jonge et al., 1991な

ど）．

咀嚼回数の頻度，食事時間の長さ，つまり，

口腔刺激の頻度や時間がDITに影響する可能性があ

る．

よく噛んで食べる（遅食い）と，DITが増えると
予想される．



背景―摂食速度は食事誘発性体熱
産生に影響する？
DITは口腔刺激の種類（味覚やテクスチャーなど）の影
響を受ける（Oka et al., 2003, De Jonge et al., 1991など）．

咀嚼回数の頻度，食事時間の長さ，つまり，

口腔刺激の頻度や時間がDITに影響する可能性があ

る．

よく噛んで食べる（遅食い）と，DITが増えると予想
される．

目的 摂食速度がDITに与える影響を
検討すること．



方法
被験者 普通体重の健常成人男性12名．

年齢23±1歳，身長175±7 cm，体重67±6 kg，体格指数（BMI）
21.8±1.3 kg/m2

実験手順 早朝空腹時に実験を開始した．



方法
測定項目

➢咀嚼回数，食事時間

試験食を食べている模様をビデオカメラで撮影し，ビデオ映像
と咀嚼筋の筋電図活動から算出した．

➢DIT

ガス分析器を用いて酸素摂取量を測定し，酸素摂取量と体重か
らDITを算出した（Toyama et al., 2015, Sekino et al., 2009）．

＊本研究のDITの結果には，食事中のDITは含んでいない．

*早食い vs. 遅食い（P<0.05）．

早食い 遅食い

咀嚼回数（回） 238±20 664±76*

食事時間（秒） 304±32 666±64*



* vs. 安静時（P<0.05）．#早食い vs. 遅食い（P<0.05）．

食後150分まで試行間に差があった．
安静値からのDITの増加は，早食い試行と比べて遅食い
試行の方がより長く続いた．

結果―DITの応答



結果―食後180分間の累計
DIT（個人値，平均値）

食後180分間の累計DITは，
早食い：15±4 kcal 遅食い：30±4 kcal

遅食い試行のDITは早食い試行より約15 kcal高かった
．

#早食い vs. 遅食い（P<0.05）．



考察
早食いはDITの増加を抑制し，遅食いはDITを増大させた．
⇒食後180分間の累計DITは，早食い試行で15 kcal，遅食い試
行で30 kcal生じ，遅食い試行のDITは早食い試行より約15 
kcal高く生じた．
本研究の食事を1日3食，食べ続けると…

＊体脂肪1 kgを燃焼するのに必要なエネルギー消費量を7,200 
kcalとして算出．

本研究（621 kcal）

一食 15 kcal

1日（3食） 45 kcal

1ヶ月 1,350 kcal

1年 16,200 kcal

体脂肪2.3 kgに相当
＊



まとめ
【先行研究】

体重増加過食 肥満早食い

早食いによる過食が体重増加をもたらす

（ Robinson et al., 2014など）

【本研究】

食事誘発性体熱産生↓

（食後のエネルギー消費量）
口腔刺激↓

一定量の食事であっても早食いに伴う口腔刺
激低減によってDITが減少し，早食いは体重
増加に関与する可能性が示唆された．



運動と食事の豆知識



健康・スポーツ科目

最近の健康・スポーツに関する知識はアメリカ主
導だが，古典的教養と深くつながっている．

ギリシャ文明： ピタゴラスやヒポクラテス，ヘ
ロディクスらが運動の重要性を述べている（プラ
トン「国家」など）

インダス文明：適度な運動を毎日のように行うこ
とが良いと気づいていた．

黄河文明：適度な運動には健康増進の「陽」の効
果があるとしている（曹操の典医であった華佗
（かだ））．



人は動物だから動くのが当然？

動物はみな動く．ヒトは動物だ．

昔の人はよく働いた，動いた．

⇒現代人も動くのが当然だ．

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://luckytaku.exblog.jp/7647977&ei=UnxeVaqMKsT58QWJ6ICoBw&bvm=bv.93990622,d.dGY&psig=AFQjCNGG1Bs9s7jMcii3aisPtT_6BDdN5Q&ust=1432341968323948
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kadokawa-pictures.jp/official/chaplin_modern_times/&ei=uKVeVYmCOM_k8AXqiYHYCg&bvm=bv.93990622,d.dGY&psig=AFQjCNHPK-7M_gYqchXOlc4Sd0ljtlvuDA&ust=1432352559313820
http://ameblo.jp/battoutakumi/image-10595464944-10656820685.html


実態は．．

狩猟採取民（カラハリ砂漠のクン・サン族，オーストラリアの原

住民，東アフリカのハッザ）でも，2〜4時間の活動で，
残りは昼寝やギャンブル． それでも2100kcal
を摂取

人も動物も動くのが嫌い．



どんどん運動しなくなる．

アメリカで，推奨される運動量（1日30分，週5日
（16歳以下では60分）をしている者の割合



でも，やはり運動は必要

エネルギーを沢山摂取している．

その結果もあって，内臓脂肪が蓄積⇒メタボ

メタボを予防するためには運動が効果的（ただ単に
減量効果とは違う面もある）．

運動すると精神面にも良い影響．

ガンを予防するという論拠も多く提示されている．

肥満させて育てる食用ブタの体脂
肪率でさえ，14〜18パーセントだ
ぶ〜．人間太りすぎだぶ〜．



（Tran et al. Cell Metab. 2008; 7:410-20）

悪さをするのは内臓脂肪



体重の増減を決めるエネルギー出納

＝食事摂取量ー安静時代謝ー運動時代謝＋誤差

安静時代謝は基礎代謝と食事誘発性体熱産生を
足したもの



食事摂取量



基礎代謝を増やしてやせる？？

基礎代謝：20〜25℃の室温で，安静状態にて，食後
12時間を経た際のエネルギー代謝量．１５歳程度で
ピーク．１日に1,500kcal程度．

１割上昇すれば，１日150kcalを余計に消費＝ショー
トケーキ半分！

 体温１℃上昇に対し１割上昇

 軽症の甲状腺機能高進で１割上昇

→ １割も上昇することは生理的には困難．





体重測定の誤差

同じ時間帯に計測しても，以下の誤差．

食物，飲料（〜２kg）

排泄（〜１kg）

発汗（〜２kg） 意識的に大量発汗すれば，３，
４kgの場合も



簡易式 走ったときは 体重×距離（km） kcal
を消費します．

⇒60kgの方が３km走ると，180ｋcal消
費．

歩いたら，走った場合の半分の消費量

試験に出ます！！

運動に伴うエネルギー消費量



やせるまでの時間

１日10,000歩 歩くとして．

1日に100〜200kcalを消費．1か月で3,000〜
6,000kcal．

先ほどの例で，毎日3km走っても，同様．

脂肪1kgは7,000〜9,000kcal以上．体重計に表れるに
は「確実に」１ヶ月以上かかる．



じゃぁ，どうすれば痩せるのか？

運動習慣を長時間保持．

意識的な運動（例・ランニング，ジム）以外
でも運動する．

食べる量・方法をコントロール．



Levine J A et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 

2006;26:729-736

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.

「運動」以外でもエネルギー消
費



Levine J A et al. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 

2006;26:729-736

Copyright © American Heart Association, Inc. All rights reserved.

運動を特にしていなくてもやせている
人は，こまめに歩き回ったり，立って

いる．

立ったり
歩き回る

座る横臥 標準的 肥満



太らないための嗜好品の置
き場所

嗜好品・お菓子を近くに置かない．

お酒を飲む人は，買い置きをしない．

タンパク質はきちんと摂取しましょう．



太らない食べ方

よく噛む（味わって食べる）⇒摂取量が抑え
られる＆食後のエネルギー消費が増える

食べた量を把握する（片付けない）．

体重当たりのエネルギー消費量(安静値との差)の食後から変化
●が早食い、○が遅食い （Hamada and Hayashi 2014)



運動の効果は痩せるためだけではない．
メンタルヘルスに与える影響

成績向上

睡眠状態の改善

脳容量が増加

脳血流量が増加

うつや神経症になりにくい

依存症患者の渇望を抑制



20分間のトレッドミル運動後には，児童（平均10歳）の読解力が向上した．
C.H. Hillman et al. Neuroscience 159, 2009, 

運動直後の成績向上

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MiamiCaptionURL&_method=retrieve&_udi=B6T0F-4VHSDMK-F&_image=B6T0F-4VHSDMK-F-3&_ba=&_user=131115&_coverDate=03/31/2009&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=4861&_pii=S0306452209001171&view=c&_isHiQual=Y&_acct=C000009658&_version=1&_urlVersion=0&_userid=131115&md5=21c515b4e2d0915db693640ce6a3b337


大学体育授業が不眠を
改善する

体育受講群35名と対照群
105名の活動量をI-PAQで，
不眠の指標をJESSにて調
査．大学体育 2010



運動と不安やうつとの関連

２万組の双子とその家族．運動すると不安が少なく，うつや神
経症にもなりにくい．De Moor MH et al. Prev Med. 2006 

抑うつ

不安

不安抑うつ

社会的問題



最後に Take home 
messages

少しずつでも良いので，運動を続けよう（階
段）． 「お〜い，お茶」は先に倒れる．お
茶を入れて，「一緒に飲もう」と誘おう．

ながら食いや，早食いを避ける．

運動は身体だけでなく，脳にも効果的．



しつこく，最後に
協力が鍵

寄付をしようと思う，豊かで
すこやかな心を持つことこそ
が健康の源である．

（上田紀行と林との対話）



先達のお言葉

今日は階段を使いましょ
う．


