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運動と大腸がん 

中村富予 

 

 運動は結腸がんを予防する、最も確実な予防法です。2007 年に、「世界が

ん研究基金と米国研究機関」は、世界中で発表された論文を分析して、がんの

予防に関する食事と運動の因子を評価し、結腸がんリスクを低下させることが

確実であるのは唯一、身体活動（運動）としています。 

運動による結腸がん予防、がん予防のための運動の目安、運動を実践するた

め工夫、運動をするときの注意点についてまとめました。ぜひ、日常生活の中

に、運動をとりいれてください。 

１． 運動による結腸がん予防    

１） 研究結果から 

これまでに行われた疫学調査では、ほとんどの調査で運動が結腸がんのリス

クを低下させ、しかも継続した運動ほど抑制効果は高いとされています。 

家族性大腸腺腫症のモデルマウスの研究では、雄マウスでは中等度以上の運

動をさせると腫瘍発生が抑制されること、持続運動は大腸の化学発がんやがん

細胞の悪性化を予防することも報告されています。 

しかし、短時間で消耗性の激しい運動は逆に発がんを促進するといったデー

タが出ています。結腸がん予防には、激しい運動よりも適度の運動を継続して

行うことが有効と考えられます。 

２） 運動による大腸がん予防効果 

 肥満、内蔵肥満、成人期の体重の増加は、結腸がんのリスクを確実に上昇さ

せるものと「世界がん研究基金と米国研究機関」では評価しています。肥満を

解消する運動の効果が強いとされています。 

肥満になると、インスリン抵抗性が上昇します。インスリン抵抗性とは、イ

ンスリンの効き方を示す指標で、抵抗性が上がるとインスリンの効き方が悪く

なり、血中のインスリン濃度が高くなります。インスリンは、大腸上皮細胞の

細胞増殖を促し、発がんに寄与するといわれています。また、肥満に伴う内臓
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脂肪の蓄積や高血糖は、炎症性の物質（サイトカイン）の放出を促し発がんに

関与するといわれています。運動はインスリンの効きをよくしてくれます。 

そのほかに、運動が大腸の働きを促進し便通をよくするので、発がん物質が

すみやかに排泄される、がん細胞を攻撃するナチュラルキラーという免疫細胞

の働きを運動が高めるなどの効果が知られています。まずは、 しっかり運動

して、肥満にならないようにすることが大切といえそうです。 

 

２．がん予防のための運動の目安 

 「世界がん研究基金と米国研究機関」では、まずは日常生活の中でより活動

的になること、やや速く歩く程度の中等度の運動を毎日３０分以上することを

おすすめしています。さらに活動性が増してきたら、「ややきつい」と感じる以

上の運動を６０分以上、あるいは「きつい」と感じる運動を３０分以上毎日す

ることを目標にするように、テレビをみるなどじっと座っている習慣をできる

だけ少なくするようにといっています。 

運動はがんを予防するだけでなく、生活習慣病を予防してくれます。からだ

を動かすこと、激しい運動ではなく「ややきつい」と感じる以上の運動を行う

ことが、大腸がん予防に役立ちます。やや速く歩くことが一番身近な運動とい

えます。 

   

 

 

 

 

 

１）運動の強さ 

運動は強すぎると危険であり、弱すぎると効果がでにくくなります。効果の

期待できる程度の強さは、最大酸素摂取量５０％強度といわれています。それ

は、速歩やジョギングでニコニコしながらおしゃべりができるゆとりのある強

やや速く歩く程度の運動を

毎日 30 分以上しましょう。



 3

さで、ニコニコペースの運動といいます。 

 

《最大酸素摂取量》 

最大酸素摂取量とは、全身持久力の指標で、運動を行ったときに、からだの

中にとり込まれる酸素の最大量のことです。この能力が高いほど体力（持久力）

があるといえます。石川先生の研究では、最大酸素摂取量が高い家族性大腸腺

腫症の患者さんは、大きな（10ｍｍ以下）腫瘍ができにくかったという結果が

でています。 

 

《最大酸素摂取量の目標》  

 性別・年代ごとの最大酸素摂取量の目標を示します。ステップテストや自転

車エルゴメーターなどの運動負荷テストで測定することができます。こうした

量は、簡単には測定できませんが、脈拍数である程度推定することができます。 

                            （ｍｌ/ｋｇ/分）

   

 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 

男性 ４１ ４０ ３９ ３８ ３７ 

女性 ３５ ３４ ３３ ３２ ３１ 

《ニコニコペースの目安》 

最大酸素摂取量５０％に相当する強度の運動をした場合の脈拍数を示します。 

この脈拍数を目標量の目安としてください。この目標脈拍数は、安静時（じ

っとしているとき）の脈拍数がおおむね 70 拍/分の人が、最大酸素摂取量 50％

に相当する強度の運動をした場合の脈拍数を示しています。 

 ２０歳代 ３０歳代 ４０歳代 ５０歳代 ６０歳代 

目標脈拍数 130 125 120 115 110 
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《脈拍をはかってみましょう》  

                                

 

 

＜運動中の 1 分間の脈拍数＞＝走行直後の 15 秒間の脈拍数×4＋10 

       ＝         ×4＋10 

        

たとえば、走行直後の脈が 15 秒間で 25 拍の時は、25×4＋10＝110 と

なります。 

これは、安静時脈拍 70 拍/分の 60 歳代の人の最大酸素摂取量 50％に相当

する強度の運動をしたときの脈拍です。 

 

運動の強さと年齢別にみた運動中の脈拍数（拍/分） 

運動強度 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 運動しているとき

の感じ 

80％ 170 160 150 145 140 かなりきつい 

70％ 155 150 140 135 130 きつい 

６０％ 145 140 130 125 120 

５０％ 130 125 120 115 110 

４０％ 120 115 110 105 100 

ややきつい 

 

楽である 

 

《有酸素運動》 

あまり激しくない運動では、からだは糖質や脂肪を酸素により燃やしてエネ

ルギーを作り出しています。これを有酸素運動といいます。しかし、運動が強

脈拍数は、手首のつけ根を走っているとう骨動脈

に 3 本の指をあててはかります。 

運動中の脈拍数を知るには、一定のスピードで 4

分間歩きます。その後立ち止まり、ただちに（10

秒以内）15 秒間はかり、それを 4 倍して 10 拍足

した運動中の脈拍数を推定します。 
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くなると、酸素の量が不足し、酸素を必要としない糖質の代謝が行われ、血液

中に乳酸がたまります。このような運動を無酸素運動といます。健康づくりの

ためには、有酸素運動が有効です。ニコニコペースは、有酸素運動です。 

 

 

 

           

感じ 

 

 

運動の強さ 

 

      弱い        中等度          強い   

最大酸素摂取量 ～40％      50％          80％～ 

 

                     

                     

 

 

 

 

 

 

 

楽である かなりきつややきつい

運動の効果あり！ 

疲労物質である乳酸の生成が

少なく、長く続けることが

できます。 

 

速歩 

サイクリング 

軽いエアロビクス 

ジョギング 

ハイキング など 

山登り など 

運動の効果が

ありません。 

強すぎると、血圧が上がり

すぎたりして危険です。 
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２）運動時間 

 ニコニコペースだと、きつくもなく、疲労物質である乳酸の生成が少なく、

長く運動を続けることができます。このような運動を 1 回最低 10 分以上、１

週間に 180 分間以上行うようにしましょう。1 日 30 分以上毎日行うことは、

からだにもよいし、運動を習慣化しやすくします。 

３） 運動頻度 

運動は定期的に行うことによって効果がでてきます。運動の効果を上げるは、

まとめて 1 日で行うよりは、毎日少しずつ行うほうが望ましいでしょう。 

《現在の体力の評価》 

 体力に応じた運動を行うために、あなたの現在の体力を評価する簡単な 

体力（持久力）の評価方法を示します。 

 

持久力の評価 

① 3 分間「ややきつい」と自分が感じる速さで歩き、その距離を測定します。 

② 測定した距離（ｍ）から、下の表であなたの持久力について評価してみて

ください。表の距離以上の場合は、性・年齢にあった持久力があるといえ

ます。ない場合は、これからしっかり運動を行ってください。 

 

 性・年代別 3 分間の歩行距離（ｍ） 

 

   20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代

男性 375 360 360 345 345 

女性 345 345 330 315 300 

 

（健康づくりのための運動指針 2006） 
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          速歩の理想的なフォーム   

 

３． 運動を実践するため工夫 

１）自分の生活時間の中で、実行可能なプログラムを考えましょう。 

●仕事の行き帰りに歩く 

●毎朝、時間をきめて 30 分歩く など 

 

２）楽しく歩く工夫をしましょう！ 

●歩く仲間を作る 

●歩いた記録をつける 

●歩くファッションを楽しむ 

●歩いたコースに変化をつける など 

ニコニコペースの運動を 

毎日 30 分以上しましょう。

速歩で！ 歩幅をできるだけ大きく！ 

ウォーキング用シュー

ズをはきましょう！ 

うでを大きく振って！ 

かかとから、 

おろしましょう！ 

おすすめは、 

ウォーキングです♪ 

背筋を伸ばして！ 
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３）運動したくても、時間がなかなかとれない方は、 

日常生活で意識して、体を動かすようにしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４． 運動をするときの注意点 

１）水分補給 

運動中の水分補給は、体温が上がり過ぎないようにするためにとても重要で

す。 

とくに夏場はこまめに水分を補給しましょう。 

  

 

 

 

 

 

 

マイカー通勤をやめて、電車通勤にする。 

通勤の際に、１駅手前で降りて歩く。 

エレベーター・エスカレーターをやめて、階段を利用する。 

自転車をやめて、歩く。 

遠いスーパーまで買い物にいく。 

早めの水分補給を！ 

のどが渇いたと感じたときに

は、すでに脱水しているといわ

れています。 

１回の目安：２００ｍｌまで 

１度に多くの水分をとると、内臓に負担

スポーツドリンクに注意を 

スポーツドリンクは水分の吸収は早いけ

れども、糖分が多く含まれています。 

とりすぎないようにしましょう。 



 9

 

２）ストレッチ 

ストレッチは、けがの予防や、疲労回復に効果的です。運動する前後に必ず

実行するようにしましょう。 

 

《ストレッチを行う際の注意点》 

 

 

《上半身のストレッチ》 

 

 

《下半身のストレッチ》 
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３）運動を控えるとき 

体調が悪いときは、けっして無理をしないようにしましょう。 

こんなときは、運動を控えましょう。 

 

●朝起きた時に疲労感が残っていた 

●風邪などで熱があるとき 

●何となく体調が悪い 

●睡眠不足 

●下痢をしているとき 

●二日酔いのとき  など 

 

 

最後に 

 

●ニコニコペースの運動を 

毎日 30 分以上しましょう。 

 

●たまには、スポーツも楽しみましょう♪

 

●日常生活で、できるだけこまめに

からだを動かしましょう♪ 


