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陸上競技部 OB における競技歴と現在の運動習慣・健康状態
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初

め

に

う報告もある1)3) ．運動が長寿をもたらすのか，そ
れとも逆に寿命を縮めるのかは，まだ解明されてい

適切な身体活動が健康をもたらすことはよく知ら

ない．学生時代に運動部員として活躍した卒業生

れ，特定保健指導でも第一に重視されている2)．し

の，学生時代の運動量，現時点での運動習慣，食生

かし，諸外国では，青年期から運動を長期的かつ習

活，疾病・健康状態を対比することにより，上記の

慣的におこなっていた元運動選手でも，癌や冠状動

問題の解に一歩でも近づくことができると考えられ

脈心疾患などを発症し，短命であるという報告があ

る．

る4)5) ．また，日本においても体育学部出身者やプ

本報告では，本学陸上競技部同窓生の協力を得

ロ・アマチュアスポーツ選手が心臓病などを発症

て，前半で，陸上競技経験者の競技成績区分群間で

し，他学部出身者，他職業と比べて短命であるとい

の，学生時代の食生活習慣，運動習慣と現在の生活
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習慣，健康状態との関連を，後半で現在の運動習慣
と競技歴との関連を報告することを目的とした．

対象と方法
対象者陸上競技部卒業15年以上の男性同窓生を
対象とした．運動量の少ないと想定された主務の人
数は数十名であるので，本研究では主務を含めた一
般選手と，箱根駅伝選手および日本インターカレッ
ジ入賞者の 2 群に分けて検討した．主務を含む一般
競技者（以下，一般競技者群）は681名，箱根駅伝
選手および日本インターカレッジ入賞者（以下，上
位入賞者群）263名の計944名である．
方法2004年 2 月にアンケート（内容下記）を上
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記対象者に郵送し，同年 3 月31日までに回答・返信
されたアンケート結果を分析した．
アンケート内容は身長，体重（現在，学生時代の
最低，最高体重），在学時代の運動歴，現在の日常
活動におけるエネルギー消費量，現在の運動歴・エ
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学生時代と現在の食事量比較で上位入賞者群は
「 1. 倍以上に増えた」 4 / 214 ( 11.2 ），「 2.
えた」24/214 (11.2），「3.
，
「4.
214 (13.6）
「5.

少し増

殆ど変わらない」29/

少し減った」92/214 (43.0）
，

半分以下に減った」65/214 (30.4）で，一般

ネルギー消費量（運動種類・時間），摂取熱量（簡

競技者群では，順に

易型自記式食事歴法質問票），飲酒，喫煙，食生活

）， 35 / 195 ( 18.0 ）， 76 / 195 ( 39.0 ）， 59 / 195

（現在，学生時代）学生時代の食事量比較（ 5 段階
評価）
，医師に診断された疾病歴
（高血圧，糖尿病，
脳血管障害，心臓病，肝機能障害，高脂血症，腰
痛，関節障害，腫瘍）
，疾病家族歴などである．

(29.2）で，「3.

6/195 (3.1），21/195 (10.8

殆ど変わらない」「4.

少し減っ

た」が多く，両群ともに大幅な変化はなかった．
疾病既往歴は一般競技者群 255 名中の 115 名（ 45
），上位入賞者群192名中の93名（48）であり，

 競技成績区分群の学生時代の生活習慣
今回は，◯

上位入賞者群の方が高い傾向がみられたが有意差は

 同じ 2 群
と疾病既往歴，現在と学生時代の体重，◯

なかった．一般競技者群と上位入賞群のそれぞれの

間で現在学生時代の運動習慣（週 4 日以上と週 3 日

既往歴は以下の如くである．高血圧2119，糖

以下に分類），学生の食事習慣，疾病既往歴につい

尿病 9  7 ，脂質異常症 19  16 ，脳血管障

て検討した．

害 4  3 ，心疾患 14  19 ，肝機能障害 10

検定は x 二乗検定，比率差の検定を用いた．統計

13で，上位入賞群は一般競技者群に対して，

学的な有意さは 5未満においた．

メタボリック症候群の構成要素である高血圧，糖尿

結果と考案

病，高脂血症の有病率が低い傾向がみられたが，有
意差はなかった．

412名より回答があった（44）．上位入賞者216

現在の運動習慣は，全く運動しない95名
（23.5）
，

名，一般競技者196名（うち主務23名）
．上位入賞者

1 週間に 1 日 59 名（ 15 ）， 2 日 47 名（ 12 ）， 3 日

群の年齢は 50.5 ± 8.2 歳，一般競技者群は 53.1 ± 8.5

，4 日30名（7），5 日46名（11）
，6
45名（11）

歳であった．

日55名（14），毎日23名（6），その他 4 名（1）

学生時代の体重は上位入賞者群 63.7 ± 11.1 Kg ，

であった．

一般競技者群62.8±8.1 Kg であり，現在の体重は上

運動習慣の記載のある上位入賞者群216名，一般

位入賞者群 72.3 ± 11.5 Kg ，一般競技者群 70.9 ± 9.0

競技者190名で，上位入賞者群は有意に（p＜0.05）

Kg であった．両群ともに学生時代と現在の体重増

，3 日
4 日以上の運動習慣が多く（94/21663/190）

加率は110であり，2 群間に有意差はなかった．

以下の運動習慣（122/216127/190），運動しない

学生時代の運動習慣は，上位入賞者群は202/202

（42/21653/190）が有意に（p＜0.05）少なかった．

( 100 ），一般競技者群 188 / 188 ( 100 ）であり，

食事量の変化が 4 日以上の運動習慣を持つもの

両群の現在の運動習慣は，一般競技者群 175 / 216

（ 156名）と 3 日以下の運動習慣を持つ同窓生（247

(81.0）
，上位入賞者群147/196 (86.7）と大幅に

名）間に差が見られ，4 日以上の運動習慣がある群

減少したが，群間に差はなかった．

は 5 段階評価で「2.

現在の飲酒率は上位入賞者群177/213 (83.1），
一般競技者群 170 / 193 ( 86.7 ）で，喫煙率で上位

少し増えた」が有意に少なく

（ 11 / 156  34 / 247 ），「 4.

少し減った」が有意に多

かった（79/15688/247）（表 1）．

入賞者群の喫煙率は 50 / 214 ( 23.4 ），一般競技者

疾病歴では腫瘍を除くすべての疾病の有病率は，

は47/193 (24.4）で飲酒，喫煙率に群間差は見ら

週 4 日以上の運動習慣がある群に低い傾向を示し，」

れなかった．

（図 1 ），特に糖尿病（ 4.4 10.4 ），脳血管疾患
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表1

現在の運動習慣と食事量の変化

食事量

て発症するのであり，年齢因子，診断されてからの
年数などを加味して解析する必要があろう．

運動習慣（週)

学生時代との比較
倍以上増えた
少し増えた

4 日以上()

3 日以下()

4
11(7)

6
34(13.7)

20

40

79(50.3)

88(35.3)

め，一般競技者を加えて，上位入賞者と一般競技者

42

79

との両群間で検討した．主務を務められた方を含め

殆ど変わらない
少し減った
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半分以下に減った

P＜0.05

研究限界と今後の展開
本研究では，主務のみでは数的に少なかったた

て，両群ともに本学陸上競技部の同窓生であり，一
般の学生に比してきわめて優れた運動歴・運動能力
を有する．従って，学生時代の運動習慣をこの 2 群
間の比較により測る前提に根本的な無理があると言
わざるとえない．運動習慣を持たない群，例えば医
学部同窓生などを対象にすべきであろう．
また，現在と学生時代の食事量比較を 5 段階評価
で行ったため，回答は中庸に集中し，在籍時代の摂
取熱量が不十分であった．現在との比較ではなし
に，在籍時代の摂取熱量の推定が必要である．

結
図1

論

現在の運動習慣の多寡と各疾患有病率

陸上競技部上位入賞群は一般競技者群に対して，
表2

メタボリック症候群の構成要素である高血圧，糖尿

現在の運動習慣と疾病歴

既往歴（)

病，高脂血症の有病率が低い傾向がみられたが，有

運動習慣（週)
4 日以上()

3 日以下()
56

糖尿病

33
7(4.4)

脳血管疾患

高血圧

2(1.3)

26(10.4)
13( 5.2)

心臓病

21

46

肝機能障害

19

36

高脂血症

25

57

4

3

31

54

腫瘍
その他

意差はなかった．上位入賞者群は有意に 4 日以上の
運動習慣を有する方が多く，3 日以下の運動習慣を
持つ，または運動しない方の割合は少なかった．
4 日以上の運動習慣がある群は，学生時代に比

べ，食事の量は有意に少なく，糖尿病，脳血管疾患
既往歴が有意に低率であった．

謝

辞

今回の調査にご協力下さりました順天堂大学

P＜0.05

陸

上競技部 OB の皆様に厚く御礼を申し上げます．
既往歴（ 1.3  5.2 ）は有意に（ p ＜ 0.05 ）低率
であった（表 2）．

文

この結果は現在の運動習慣が生活習慣病を予防す
るとの一般の見解と一致するが，本研究は医師に診
断された疾病既往歴をアンケートで問うており，そ
の意味では発症率ではないし，正確な有病率とも言
えない．また，多くの生活習慣病が慢性の経過を経
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