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【Abstract】
The purpose of this study was to elucidate the effects of cycling training with blood flow
restriction on muscle function, aerobic capacity, and arterial stiffness. Twelve healthy men
were randomly divided into two training groups; those training with blood flow restriction
(BFR group, n=7) and those training without restriction as the control (n=5). Both groups
trained 3 days a week for 4 weeks, with each training period lasting 30 minutes. The
exercise intensity was set as 45% of oxygen uptake reserve for the first two weeks and
50% for the last two weeks. For the BFR group, blood flow restriction was performed
every 5 minutes for periods of 5 minutes (totaling 15 minutes) by applying cuffs to both
upper thighs with pressure set at 160mmHg, which subsequently increased by 10 mmHg
every week. This study showed that peak oxygen uptake significantly increased after
training in both groups. On the other hand, maximal isometric knee extension strength
significantly increased in post-training only for the BFR group. Cardio-ankle vascular
index, which is an indicator of arterial stiffness, was not significantly changed for either
group after training, regardless of the BFR group showing significant enhancement in
blood pressure response to exercise with blood flow restriction. These results suggest that
4 weeks of moderate-intensity cycling training with intermitted blood flow restriction
could improve not only aerobic capacity but muscle function as well, all without a
significant increase in arterial stiffness.
1 ）College of Life and Health Sciences, Chubu University
2 ）Research Center of Health, Physical Fitness and Sports, Nagoya University
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では、自転車漕ぎ運動と血流制限の組み合わせに

Ⅰ．緒言
健康の維持・増進のためにジョギングやウォー
キング、サイクリングなどの有酸素性運動が効果
的であることは周知の事実であるとともに、多くの

より、筋機能ならびに有酸素性作業能力が同時に
向上するか検討した。
ところで、血流制限下筋活動により血圧が過

科学的根拠に支持されている（Garber et al., 2011）
。

度に上昇することが報告されている（Vieira et al.,

近年、アメリカスポーツ医学会（American College

2013）。我々も同現象を確認し、さらにその機序

of Sports Medicine; ACSM）は、健康の維持・増進

の一つとして筋代謝受容器反射が関わっているこ

のために、呼吸・循環系機能の向上を目的とした

とを報告している（堀田ほか、2013）。運動中の

週 3－5 日の有酸素性運動に加え、筋機能の向上を

高い血圧応答に対する適応の結果、動脈の血管壁

狙った週 2－3 回のレジスタンストレーニングをと

が硬くなり、血管のコンプライアンス（伸展性）

りいれることを推奨している（Garber et al., 2011）
。

は低下し得る、すなわち動脈スティフネス（動脈

それは、筋力は日常生活に直接影響を与え、筋力

硬化度）が増加し得る、ことが示唆されているた

が高くなれば、生涯を通じて機能的に独立を保て

め（Miyachi et al., 2004; Ozaki et al., 2013）、 本 ト

ることに基づいている（Deschenes, 2013）。しか

レーニング中の高い血圧の継続により、動脈ス

しながら、忙しい現代人にとって二種類の運動

ティフネス上昇という負の可能性が生じることは

をこなすことは時間的に無理があり（Hallal et al.,

否定できない。

2012）
、一つの運動様式で有酸素性作業能力と筋

そこで本研究では、血流制限下自転車トレーニ

機能を同時に高められるプログラムの開発が必要

ングが動脈スティフネスに及ぼす影響を検討する

であると考えられる。

ことを目的とした。有酸素性運動は動脈スティ

有酸素性運動の弱点は発揮筋力が小さく

フネスを低下させることが報告されているため

（Sjogaard, 1978）、筋肥大や筋力増強に至らない

（Kakiyama et al., 2005; Sugawara et al., 2005; Tanaka

ことであるが、活動肢に対する血流制限がその対

et al., 2000）、我々は、血流制限に伴う負の効果は

抗措置になると考えられる。なぜなら、加圧ト

相殺されて動脈スティフネス増加は生じないとう

レーニングとして知られる血流を制限しながら

仮説を立てた。

筋活動を実施する方法により（Sato, 2005）、弱い
筋力発揮で筋肥大や筋力増強が報じられている

Ⅱ．方法

からである（Abe et al., 2005; Shinohara et al., 1998;

１．被検者

Takarada et al., 2000b, 2002）。事実、ウォーキング

本実験の被検者は、定期的なレジスタンスト

のような有酸素性運動と血流制限の組み合わせに

レーニングを実施していない健康な男子 12 名で

より、筋肥大・筋力増強が確認されている（Abe

あった。被検者を、血流制限しながら自転車漕ぎ

et al., 2006, 2009, 2010）。

運動を実施する血流制限群（ n = 7 ）と自転車漕

しかしながら、先行研究（Abe et al., 2006, 2009,

ぎ運動のみ実施する対照群（ n = 5 ）に無作為に

2010）では、歩行運動と血流制限の組み合わせに

割付けた。それぞれの群の年齢、身長、体重は

より、有酸素性作業能力の指標である最高酸素摂

22.9±5.9 歳、176.9±6.0cm、71.7±10.8kg と 21.4

取量（Peak Oxygen uptake; VO2peak）や最大酸素摂

±3.2 歳、173.0±6.3cm、61.9±8.6kg（ 平 均 値±

取 量（Maximal Oxygen uptake; VO2max） を 同 時 に

標準偏差）であった。

・

・

増加させることには至っていない。そこで本研究
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・

られた安静時酸素摂取量と VO2peak から以下の式

２．倫理手続き
全ての被検者に本研究の目的と方法を、文章並
びに口頭にて充分に説明した後、研究に参加する

に基づき酸素摂取予備能（Oxygen uptake Reserve;
・

VO2R）を評価した。

ことの同意を得た。本研究は、中部大学倫理委員
会の了承の下で行われた。

・

処方酸素摂取量 =（VO2peak －安静時酸素摂取量）
・
× к ＋安静時酸素摂取量（ к が % VO2R に相当）

３．トレーニング
被 検 者 は、 自 転 車 エ ル ゴ メ ー タ（Aerobike
75XLIII, Combi または、Aerobike 900U-ex, Combi）

・

・

1、2 週 目 を 45%VO2R、3、4 週 目 を 50%VO2R
とした。この決定は、フィットネスレベルが高い

を用いた 4 週間のトレーニングを、ACSM の推奨

対象者の呼吸・循環機能を向上させるためには、

（Garber et al., 2011）を参考に 1 日 30 分、週 3 回

少なくとも 45%VO2R 強度が必要であることを示

の頻度にて実施した（図 1 ）。トレーニング強度

した先行研究（Swain and Franklin, 2002）に従っ

算出のために、後述の自転車エルゴメータを用い

た。ペダル回転数は 60rpm とした。

・

た運動負荷試験を事前に実施し、その試験中に得

図１ 実験プロトコル
・
Pre，Post，VO2R は，それぞれトレーニング前，トレーニング後，酸素摂取予備能を示す。

図 2 血流制限下自転車トレーニング
両大腿部の付け根にカフを巻き，トレーニングを
実施した。写真右は大腿部を拡大している。
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血 流 制 限 群 は、 幅 6 cm の カ フ（SC5, D.E.

Hokanson）を両大腿部付け根に巻き（図 2 ）、1
週 目 を 160mmHg で 圧 迫 し、 以 降 1 週 間 ご と に
10mmHg ずつ上げた（4 週目で 190mmHg）。この
圧の設定は先行研究（Abe et al., 2006, 2009）に
従った。この圧により、運動中静脈のみ遮断でき
ることが示されている（Burgomaster et al., 2003）。
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－脈波検査装置（Vasera VS-1500A, フクダ電子）
を用いた脈波伝導速度と血圧の測定を安静仰臥位
の被検者に対して実施し、動脈スティフネスを
心臓－足首間の血管指数（Cardio-Ankle Vascular
Index; CAVI、単位なし）（Shirai et al., 2006）から
評価した。CAVI は、血圧の影響を受けにくい動

圧の調整は窒素ガスを用いたカフインフレーター

脈スティフネスの指標とされ、血圧と動脈口径か
ら 算 出 さ れ る β stiffness index（Hirai et al., 1989）

（Occluder, アルコシステム）を用いた。血栓生

を、Bramwell-Hill の 式（Bramwell and Hill, 1922）

成の予防のため、血流制限は運動開始 5 分後か

を応用して、心臓－足首間の脈波伝導速度と血

ら 5 分間として 5 分おきに 3 回（計 15 分）実施

圧と血液密度から表現したものである（Shirai et

した。この時間は、安全に血流制限下のトレー

al., 2006）。血圧－血管反射非依存的な数値を示し

ニングを実施するためのガイドライン（下肢で

（Shirai et al., 2006）、値が大きくなるほど動脈ス

は 15－20 分以上継続して血流制限すべきでない）

ティフネスが増すことを示唆する（Takaki et al.,

（Nakajima et al., 2011） に 準 じ た。 ま た、 毎 回、

2008; Ueyama et al., 2009）。本研究では、左右の

トレーニング中からトレーニング後にかけて少な

CAVI の平均値を代表値とした。

くとも 500mL の水を摂取させた。
５．血流制限下トレーニング中の循環応答ならび
４．トレーニング前後の評価

に自覚的運動強度の測定

4 週間のトレーニング前（Pre）と後（Post）に

血流制限群のみ（ n = 7 ）を対象に自転車トレー

て測定を実施した。Post の測定はトレーング終了

ニング中の心拍（Heart Rate; HR）と血圧を、運

から 1 週間以内に実施した（図 1 ）。

動負荷血圧監視装置（Tango+, SunTech Medical）

運動負荷試験中の酸素摂取量は呼気ガス分析装

を用いて 5 分おきに測定した。また、自覚的運

置（Aeromonitor AE-310s, ミナト医科学）と自転

動強度（Rating of Perceived Exertion; RPE）をボル

車エルゴメータ（Aerobike 75XLIII, Combi）を用

グスケールにて記録した。脚に対する RPE（RPE

いて測定した。被検者は 5 分の座位安静の後に
ウォーミングアップを目的に 3 分間 0 W の空こ

脚）と全身（呼吸・循環器含む）に対する RPE
（RPE 全身）に別けて 5 分毎にアンケートした。

ぎを行った。続いて、1 分間に 20W ずつ上昇す
るランプ負荷にて運動負荷試験を実施した。ペダ
ル回転数は 60rpm とし、運動終了のポイントは、

６．統計方法
血流制限群と対照群における運動生理学的指標

疲労困憊によりペダル回転数が 55rpm を下回っ

の変化の程度の違いを検討するために、繰り返

た時とした。20 秒毎に平均した酸素摂取量の最

しのある 2 要因分散分析［時間（Pre, Post）、群

大値を VO2peak として、有酸素性作業能力の指標

（血流制限、対照）］を行った。交互作用が認めら

・

とした。
本研究では、膝伸展筋力測定台（T.K.K.5715,
竹井機器）とダイナモメーター（T.K.K.5402, 竹
井機器）を用いて膝関節角度 100 度位（完全伸

れた場合、多重比較検定（Scheffe 法）を実施し
て、群間の比較を介入前後それぞれにおいて実施
した。
血流制限下トレーニング中に得られたデータは、

展 が 180 度 ） に て 静 的 な 片 脚 膝 伸 展 最 大 筋 力

1－4 週の値を測定ポイント毎に平均し、繰り返

（Maximal Voluntary Contraction; MVC） を 測 定 し

しのある 1 要因分散分析［時間（運動前、5、10、

た。およそ 1 分程度の休憩をはさみ 3 回実施し、
最大値を採用した。
血管に対する慢性効果を検討するために、血圧

15、20、25、30 分）
］を用いて解析し、多重比較
’
では Fisher s PLSD 法を用いた。そして、運動前を
除く隣り合うポイント間において比較を行った。
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値 は 平 均 値 と 標 準 偏 差 で 示 し た。 危 険 率 を
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２．血流制限下自転車トレーニングが膝伸展最大

5 % とし、統計解析には StatView5.0 ソフトウエ

筋力に及ぼす影響

アを用いた。

図 4 は、Pre と Post 間における MVC の変化率
を示している。血流制限群では、1 人を除いて全
員の MVC が増加した。一方、対照群では 2 人は

Ⅲ．結果

わずかに低下し、1 人は微小に増加し、2 人は変

１．血流制限下自転車トレーニングが最高酸素摂
取量に及ぼす影響

化を示さなかった。繰り返しのある 2 要因分散分

・

図 3 は、Pre と Post 間 に お け る VO2peak の 変

析の結果、時間と群の交互作用に有意性が認めら

化 率 を 示 し て い る。 ト レ ー ニ ン グ 前 に お け る

れ、多重比較の結果、Pre では群間の有意差は認

VO2peak は、対照群に比べて血流制限群の方が有

められなかったが、Post において対照群に比べて

意に高かった（表 1 ）。繰り返しのある 2 要因分

血流制限群は有意な高値を示した（表 1 ）。この

散分析の結果、時間の主効果（ P ＝0.0004）が

ことから、トレーニング方法の違いによる有意な

認められ（表 1 ）、両群ともにトレーニング後に

差が確認された。

・

・

VO2peak が増加したことが明らかになった。しか
しながら、時間と群の交互作用に有意性は認めら
れなかったことから、トレーニング方法の違いに
よる差は明らかにならなかった。

図４ 静的膝伸展最大筋力（MVC）の変化率
値は平均値と標準偏差。

３．血流制限下自転車漕ぎ運動中の心拍、血圧応
答ならびに自覚的運動強度

・

図３ 最高酸素摂取量（VO2peak）の変化率
値は平均値と標準偏差。

本研究では、血流制限群のみを対象に自転車漕
ぎ運動中の HR、血圧応答ならびに RPE を測定し
た（表 2 ）。全ての項目に関して、主効果が認め
られた（P<0.005）。安静（運動前）を除いた隣り

表１

・

 週間のトレーニング前（Pre）と後（Post）における最高酸素摂取量（VO2peak），静的膝伸展最大筋
４
力（MVC），心臓－足首間の血管指数（CAVI）

・

VO2peak （mL/ 分）
MVC

（kg）

CAVI （単位なし）

群

Pre

対照

2526±311

血流制限

3000±271

対照

73.7±8.4

血流制限

64.1±14.8

対照

5.73±0.79

血流制限

6.38±0.53

群間差（ P 値）
0.018
0.181
0.141

Post
2816±293
3248±275
79.9±11.0
62.6±14.2
5.60±0.77
6.08±0.70

交互作用（ P 値） 群間差（ P 値）
0.693

0.026

0.025

0.038

0.420

0.296

値は平均値と標準偏差。本研究では，繰り返しのある 2 要因の分散分析を用いて解析した。
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合うポイント間の多重比較を行った結果、HR で

返しのある 2 要因分散分析の結果、時間と群の交

は 5－10 分、15－20 分、20－25 分、25－30 分 の

互作用に有意性は認められなかった。このことか

間に有意差が認められた（P<0.03）。収縮期血圧

ら、トレーニング及びトレーニング方法の違いに

（Systolic Blood Pressure; SBP）では全てのポイン

よる差は明らかにならなかった。

ト間にて、拡張期血圧（Diastolic Blood Pressure;

DBP）においては、5－10 分を除く全てのポイン
ト間にて有意差が認められた（P<0.03）。RPE 脚

Ⅳ．考察

では全ての隣り合うポイント間にて有意差が認

の組み合わせにより、有酸素性作業能力と筋力が

め ら れ（P<0.02）、RPE 全 身 で は、5－10 分、15

同時に向上するか、また、（2）そのようなトレー

－20 分、25－30 分 の 間 で 有 意 差 が 認 め ら れ た

ニング法では血圧の上昇が予想されるが、それに

本研究の目的は、（1）有酸素性運動と血流制限

伴い動脈スティフネスが増加しないか検討するこ

（P<0.006）。

とが目的であった。
４．血流制限下自転車トレーニングが動脈スティ

本研究から、血流制限下自転車トレーニングに
・

フネスに及ぼす影響

より有酸素性作業能力の指標である VO2peak に加

動脈スティフネスを反映し得る CAVI の各群に

え、筋機能を評価し得る MVC の有意な向上が認

おける介入前後の値を表 1 に示し、図 5 には、そ

められた。また血流制限に伴い、運動中の循環応

の Pre と Post 間における変化率を示した。繰り

答や RPE は有意に増加したが、動脈スティフネ
スの有意な変化は認められなかった。
１．血流制限下自転車トレーニングが有酸素性作
業能力及び筋力に及ぼす影響
本研究の有酸素性トレーニングの時間、頻度、
強度、期間はすでに成果をあげている先行研究
に 従 っ た（Garber et al., 2011; Swain and Franklin,
・

2002）。ゆえに、VO2peak が両群ともに有意に上昇
図５ 心臓－足首間の血管指数（CAVI）の変化率
本研究では，CAVI を動脈スティフネスの指標
として用いた。値は平均値と標準偏差。
表２

したことは妥当である。
本研究では、血流制限群のみ筋力の増強が確認
された。この結果は先行して報告された血流制限

 流制限下自転車漕ぎ運動中の心拍数（HR），収縮期血圧（SBP），拡張期血圧（DBP），脚あるいは全身
血
の自覚的運動強度（RPE）
運動前

運動開始後
5分

10 分
血流制限

HR
SBP
DBP
RPE 脚
RPE 全身

74.0± 5.4 131.9±10.5 ↑ 142.4±16.0

15 分

20 分
血流制限

25 分

30 分
血流制限

138.9±11.8 ↑ 147.6±15.7 ↓ 140.3±12.1 ↑ 148.9±16.2

110.5± 9.6 165.0±27.4 ↑ 177.8±28.4 ↓ 162.1±26.7 ↑ 174.6±30.6 ↓ 160.0±29.5 ↑ 176.2±30.7
66.5±10.3

61.2±10.2

65.7±12.4 ↓

59.8±11.8 ↑ 66.0±10.3 ↓ 58.4± 9.6 ↑ 65.3± 9.6

10.8± 1.8 ↑ 13.2± 1.8 ↓

12.0± 1.8 ↑ 14.1± 1.8 ↓ 12.6± 1.6 ↑ 14.7± 1.9

10.3± 1.9 ↑ 12.1± 2.3

11.4± 1.9 ↑ 12.8± 2.3

12.3± 2.0 ↑ 13.5± 2.1

上矢印は左のポイントに対して右のポイントが有意に（P<0.05）増加し，下矢印は有意に（P<0.05）減少したこ
とを意味している。
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と有酸素性運動（歩行）を組み合わせたトレー

流制限の組み合わせにより心臓・血管応答が増強

ニングの研究成果と一致する（Abe et al., 2006,

されることを示した先行研究の結果（Kumagai et

2009, 2010）。血流制限トレーニングの特徴とし

al., 2012; Renzi et al., 2010; Sakamaki et al., 2008a）

て、成長ホルモンやインスリン様成長因子 1 など

と一致する。

の成長因子の分泌が促されることが知られてい

有酸素性運動中の血圧応答が血流制限に伴い増

る（Abe et al., 2005; Takano et al., 2005; Takarada et

加する理由として、血管抵抗の増加と筋代謝受

al., 2000a）。事実、先行研究では、わずか 2 週間

容器反射の増強（堀田ほか、2013）、あるいはそ

という極めて短期間の低強度（最大挙上重量の約

の両方が考えられる。Sakamaki et al.（2008b）は、

20%）の血流制限下レジスタンストレーニングに

血管抵抗が増加する理由として、ノルアドレナリ

より、約 8 % もの筋肥大を報告している（Abe
et al., 2005）。従って、血流制限を組み合わせた本

ンが引き起こす血管収縮が、血管抵抗を上げる大

トレーニング方法の筋力の増強の機序の一つし

流制限下の歩行運動にて有意に増加する（Abe et

て、血流制限に伴う成長因子分泌の促進により筋
肥大が生じたことが考えられる。あるいは、筋電

al., 2006）ことを理由の一つとしている。一方で、
Kumagai et al.（2012）は、血管抵抗の上昇を血流

図の解析から、血流制限下の筋活動中では、低強

制限のためのカフによる圧迫や筋の収縮に伴う機

度にもかかわらず高強度の筋活動中の場合と同程

械的要因に拠ると推察している。

度の多くの筋線維か活動することが知られている

きな要因であり、血清ノルアドレナリン濃度は血

他方、Renzi et al.（2010）は、血流制限下の筋

（Takarada et al., 2000c）。従って、神経系の適応に

活動により、血漿乳酸濃度が高まることを理由に

より筋力の増強が生じたかもしれない。今後、こ

（Takarada et al., 2000a, c）
、筋代謝受容器からの反

れら機序を明らかにするために、内分泌系及び筋

射が増強されると考察している。本研究では血中

の横断面や神経活動などの測定を加味した研究デ

乳酸濃度の測定は行っていないが、乳酸の蓄積の

ザインが望まれる。

程度と RPE の間には正の相関関係があることと

筋肥大や筋力の増強には、最大筋力の 70% 程

（Scherr et al., 2013）
、本研究における血流制限期間

度以上の負荷を用いる必要があるため（ACSM,

の RPE が高いことから、乳酸濃度上昇に伴う筋代

2009）
、通常、有酸素性トレーニングにおいて筋

謝受容器反射増強が起こっていた可能性が高い。

力向上が生じることは考え難い。我々の知る限り、
これまでにヒトを対象にした研究において、有酸

３．血流制限下自転車トレーニングが動脈スティ

素性運動様式にて有酸素性作業能力と筋機能（最

フネスに及ぼす影響

大筋力）の同時改善に成功した例として、運動選

本研究における 4 週間の血流制限下自転車ト

・

手向けの 90%VO2max 強度の 7 週間の自転車トレー

レーニングは、仮説の通り動脈スティフネスの有

ニング（Tabata et al., 1990）と 90－100%VO2max 強度

意な変化を生じさせなかった。これまでに、特に

の 22 週間の自転車トレーニング（Sale et al., 1990）

高強度レジスタンス運動においては、筋活動中の

が報告されている。非運動選手が実施できる強度

高い血圧応答に対する適応の結果、動脈の血管壁

（45－50%VO2R）にて成功したのは、我々の研究

が硬くなり動脈スティフネスが増加し得ることが

・

・

が最初であり、さらに 4 週間という短い期間で成

示唆されている（Miyachi et al., 2004; Ozaki et al.,

果を示したことは貴重と言える。

2013）。また、血流制限を加えた運動トレーニン
グにより血管内皮機能が低下することも示されて

２．血流制限下自転車漕ぎ運動中の心拍・血圧応

いる（Renzi et al., 2010）。本研究では血流制限の

答及び自覚的運動強度

実施や血圧応答が増強していたことは事実であっ

本研究から、自転車漕ぎ運動中の HR、血圧応

たが、その程度や期間が動脈機能を変化させるに

答及び RPE は血流制限により増加することが示

至らなかったのかもしれない。あるいは、有酸素

された。この結果は、有酸素性運動（歩行）と血

性運動は、動脈コンプライアンスを上昇させる
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付記

Sugawara et al., 2005; Tanaka et al., 2000）、有酸素

この論文は、東海体育学会第 61 回大会で、演

性運動の有益な効果により、動脈スティフネス増

題名「4 週間の血流制限下自転車トレーニングが

加へ導き得る負の影響が相殺された可能性も考え

動脈スティフネスに及ぼす影響」として発表され

られる。

たものである。

４．本研究の実践的意義

文献

ロコモティブシンドロームやサルコペニアの予
防には、筋力増強のためのレジスタンストレーニ
ングが必要である。一方、通常実施される高強度
レジスタンストレーニングを定期的に実施した場
合、動脈コンプライアンスが低下する（Miyachi

et al., 2004; Ozaki et al., 2013）という課題があっ
た。この課題に対して、レジスタンストレーニン
グ実施後、有酸素性運動を行うことで、レジスタ
ンストレーニングが持ち得る血管に対する負の
効果は解消できることが示されている（Kawano

et al., 2006）。しかし、忙しい現代人が二種類の
運動をこなすことは、時間的に困難であるため
（Hallal et al., 2012）、一種類の運動にて、動脈ス
ティフネスを有意に増加させずに有酸素性作業能
力と筋力を増強できる本運動様式は、人々の健康
の維持・増進に貢献し得る可能性を秘めていると
言える。
一方で、大腿部の血流を制限する装置の必要性
や、血流制限に伴う血圧の上昇（Kumagai et al.,
2012; Renzi et al., 2010; Sakamaki et al., 2008a） 並
びに血栓生成の可能性は否定できない（Nakajima

et al., 2011）などの制限もある。
Ⅴ．結論
週 3 回 4 週間の血流制限下自転車トレーニング
により、有酸素性作業能力のみならず筋力も増強
する。しかし、血流制限中の昇圧応答は大きくな
るが、動脈スティフネスを有意に変化させない。
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