
元気で長生きの十か条 

平成23年度 西北野町内会 秋の研修会 

平成23年10月6日 担当 長谷部敏樹 

東京都老人総合研究所 

（現在：東京都健康長寿医療センタ－） 

｢サクセスフル･エイジングをめざして｣より 
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健康寿命の推移（国民生活白書より） 
65+18=83、65+12=77、83-77=5 (年) 

65+23=88、65+15=80、88-80=8 (年) 
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健康寿命：心身ともに自立して生活できる期間

として、｢健康上の問題で日常生活に何か影響が

ありますか｣との問に対し｢ない｣とされる人を

｢無障害者｣とし、平均余命の考え方に則って、

無障害である期間の平均を試算したもの。 

長生きはしたいが健康でない:これを何とか防ぎ

たい 

百寿者を目指して：人生90歳時代の、快適で,    

      ゆったりとした健康長寿を実現し      

      ましょう。 

健康寿命(無障害平均余命)とは 
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元気で長生きの十か条 
第一条 血清アルブミン値が高い 

第二条 血清コレステロール値は高すぎず低すぎず 

足が丈夫である 第三条 

主観的健康感がよい 第四条 

短期の記憶力がよい 第五条 

太り方は中くらい 

タバコはすわない 

お酒は飲みすぎない 

血圧は高すぎず低すぎず 

社会参加が活発である 

第六条 

第七条 

第八条 

第九条 

第十条 



2011.10.6 西北野町内会研修会 5 

血清アルブミン値が高いこと 

血清アルブミン：血液中の血漿(55％)たんぱく
質の内,約60％を占める。正常範囲は6.5～
8g/dl、肝臓で1日に6～12g作られ、血液に入
る。14～18日で筋肉や皮膚で分解される。 

アルブミンの働き：①水分を保持し血液を正常
に循環させる ②微量元素、脂肪酸、酵素、ホ
ルモンなど体の素材、その他薬などを運搬する。 

アルブミンが低下すると：傷の治りが遅くなる、
筋肉の衰えや体力の低下、病気への抵抗力を低
下させる。 

70歳の男性4.1g/dl、女性4.21g/dl以下⇒10
年後の生存率60％に低下。 高い人80％ 

第一条 
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血清アルブミンが0.5g/dl低いだけで、死亡す
る人の割合が2倍となる。 

対策：肉や魚の良質なたんぱく質を取る。   
例えば、ステーキ(200ｇ)⇒60gのたんぱく質
が摂取可能。 

食事摂取基準 

 (2010年版)                
では60g/日(男性) 

  50g/日(女性)                         
(厚生労働省) 

血清アルブミン値が高いこと 2 

アルブミン値と死亡と
の関連 
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血清コレステロール値は高すぎず低すぎず 

血清総コレステロール：細胞の膜の維持に欠か

せない働きをし、各種のホルモンや、脂肪の消

化吸収を助ける胆汁酸を合成する材料で、カル

シウムやリンの代謝に重要なビタミンDの合成

にも使われる。重要な栄養素。 

適正値：180mg/dl～240mg/dl (男女で違う) 

コレステロール=動脈硬化 ⇒悪もの･･は誤解、 

 動脈硬化の危険因子の1つである。 

 高血圧、糖尿病、運動不足、肥満、     

喫煙 が危険因子として挙げら       

れている。                

第二条 
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血清総コレステロールレベルと長生きとの関係 

性・年齢階層別：75歳未満では男女とも、血
清総コレステ ロール値が低すぎても高すぎて
も、高齢期の余命を短くする。 

血清総コレステロール値が低すぎる：癌や脳卒
中が起こり易くなることが知られ、また、気持
ちが塞ぎ勝ちになったり(抑うつ状態), 自殺が増
えるなど、心の健康にも関係することが明らか

にされている。  
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血管は若返る！ 

動脈硬化改善の主役となる物質：      
善玉コレステロール（LDLコレステロール） 

善玉と悪玉の違い：細胞内のコレステロールは
善玉でも悪玉でもない。 

悪玉：肝臓から細胞へ運ばれるコレステロール
（LDLコレステロール） 

善玉：細胞から回収されて肝臓へ戻るコレステ
ロール（HDLコレステロール） 

善玉を増やす方法：有酸素運動が有効、歩く歩 
 数が多いほど善玉の値が高くなる。 

最も影響する病気：心臓病⇒リスク評価チャート  
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脂肪エネルギー比率 

脂肪エネルギー比
率が30%以上の
人の割合： 

成人男性 20.0%
女性       27.6% 

目標量(総脂質の総
エネルギーに占める
割合) ；20～25% 
 

  国民健康・栄養調査 平成
22年度報告 (厚生労働省)
より 

図 脂肪エネルギー比率 
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      足が丈夫である 

歩く速さ：体力全般の代表的な指標。 
｢都老研」の研究では、速く歩くこと  
の出来る人ほど元気で長生き出来る。 

運動機能の衰えは何処から：低下しやす
い筋肉は膝、続いて背中、腕、手の順。 

運動の効果：高血圧、 

 糖尿、肥満、痛風の減少 

 免疫力、体力の向上、 

 脳の活性化(認知症予防)、 

 若さの維持。 

第三条 
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運動習慣の割合  

•1回30分以上の運動を週2日以上実施し、1年
以上継続している人の割合 

国民健康・栄養調査 平成22年度報告 (厚生労働省)より 

目標値： 
成人男性9,200歩以上 

成人女性8,300歩以上 
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主観的健康感：自分の健康状態をどう    
思っているかということ。 

主観的健康感がよい人ほど元気で長生き：主観
的健康感には、持病の状態や抑うつ度、障害の
有無などが関係しているが、都老研の長期研究
結果でも、自分は健康だと感じている人が長生
きする傾向がある。  

もう歳だから：脳の老化             
を加速させる危険な因子。 

プラシーボ効果：自己暗示         
によって脳か働く。 

脳の若さを保とう：中高年             

 と言う規定を消し去る。 

               

 主観的健康感がよい 第四条 
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 短期の記憶力がよい 

短期の記憶力が良い：齢とともに短期の記憶力
が衰えるが、短期の記憶力が良いと余命が長い。 

短期の記憶力の低下予防：血圧を適正域に、栄
養状態を良好に保つ、脱水を防ぐなどの生活上
の注意により、脳血管の障害を予防する。運動。
日常生活では自分で出来ることは自分で行う。 

脳の老化；1日約10万個の細胞が死滅する。脳
の神経細胞は1,000億個、それらがつながって
ネットワークを形成している。加齢とともに細
胞数が減少し、使われない        
ネットワークが消滅する。 

老化防止には：新しいことに           
挑戦する。                 

第五条 
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短期記憶を司る海馬 
 海馬では：どんなに歳をとっても新しくニューロンが
生み出され続けていて、記憶を形作る働きをしている。 

 1998年11月、スウェーデンのイエーテボリにある
サールグレンスカ大学病院のエリクソンとソーク生物
学研究所のゲージらは大人の脳の中でも、記憶と学習
に重要な海馬において、ニューロンが日常的に新生し
ているという驚くべき発見を発表した。  

 学習などで、海馬の活動が高まると：新生ニューロン
の数が増加することが報告されてきたが、この仕組み
については不明であった。 

 東京大学大学院新領域創成科学研究科の久恒辰博助教
授らのグループは、海馬にシータ波が伝わるとニュー
ロン前駆細胞が刺激され、ニューロンへの分化が促進
されることを発見した。最終的には新生ニューロンの
数が増加することも証明した。(2005年東京大学広報    
   情報公開) 
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太り方は中くらい 

太りかたの目安(BMl:体格指数)：   
体重(kg)を、身長(m)の二乗で割った値。 

•   BMI=体重(kg)/{身長(m)×身長(m)} 

適正値：22前後が健康障害が最も少ない。 

標準体重の10％プラス：上限値24が寿
命、病気予防の点から最も良い(中くらい
の太りかた)。 

75歳未満の女性：BMlが21～24の人が
死亡の危険度が最も低くなっている。 

21～24より低い人：2倍以上、高い人
1.5倍近く危険度が高い。 

第６条 
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国民健康・栄養調査 平成22年度報告 (厚生労働省) 

体重管理を実践
しようと心がけ
ていると回答し
た人の割合： 

 男性67.8% 

 女性75.6% 
 

 

(調査実施世帯数は、
3,785世帯9,803
人) 
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肥満及びやせの人の割合（20歳以上） 

（平成7年～21年の年次推移）  
肥満：BMI≧25 やせ：BMI＜18.5 

目標値：15％以下(男性) 

：20％以下(女性) 
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タバコはすわない 

喫煙：肺がんのみならず、多くの疾病の重要な
危険因子である。呼吸器･循環器･消化器系疾患 

高齢期でもタバコを吸っている人：非喫煙者に
比べると死亡する危険度が高くなる。 

 肺がん4.5倍、喉頭がん32倍、肺疾患20倍 

習慣的喫煙者の割合：男性38.2 (19.3 ) %、
女性10.9 (4.9) %(平成21年度)。 

喫煙習慣別にライフスタイルを調べた研究：喫
煙者は非喫煙者と比較して、食品摂取数が少な
い、牛乳の摂取頻度が少ない、運動習慣や保健
行動が少ないことが明らかになっており、危険
度が幾重にも高くなっている。 

第七条 
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現在習慣的に喫煙している者の割合 

国民健康・栄養調査 平成22年度報告 (厚生労働省)より 

やめたいと思っている人： 
男性39.5％(70歳以上) 

女性39.6％(70歳以上) 
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お酒は飲みすぎない 

酒は百薬の長：最近の国内外の研究でも、適度な酒
は心身のストレスを軽減し、健康を維持・増進する
要因となり、生活の質を高め、心臓病やがんによる
死亡を少なくし、余命を延長させることが明らか。 

社会的なネットワークやコミュニケーション：適度
な飲酒を通じて形成されることが多い。大脳の皮質
(旧皮質や辺縁系、感情などの本能を司る)の働きが
活発になり、精神が高揚し元気も出てきます。  

手段的日常生活動作：乗り物の利用、買い物や食事
の用意など日常生活上の複雑な動作 の加齢に伴う低
下の度合いも、飲酒習慣のある人が最も少なく(飲酒
と死亡率のJカーブ効果)、酒を止めた人で最も大。 

 飲酒習慣のある人 (週に３日以上,１日当り１合以上を飲酒
する)の割合：男性36.4%、女性6.9%であり、前年比 横
ばいである。(70歳以上 男性25％、女性1.4％) 

第八条 
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  血圧は高すぎず低すぎず 
高血圧：動脈硬化の危険因子の一つで、狭心症･
心筋梗塞などや脳出血･脳梗塞などの最大の危険
因子。塩分、運動不足、肥満、遺伝、加齢が原因 

高血圧の予防：減塩が最も重要だが、脱水や栄養
状態低下を引き起こすきっかけになるので要注意。
肥満(20％以上超える) 改善。カリウム含量の多
い豆類、野菜類、果物などの食品をとる。 

自分に適した運動の             
継続：歩行機能、運動            
機能の維持だけでなく、           
高血圧の予防に役立つ。 

低血圧も危険：充分な 

 栄養、適度な運動。 

第九条 
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社会参加が活発である 

社会参加：健康状態の維持・増進      
に強く関わっていることは良く知られている。 

10年間の日常生活動作 調査結果：社会活動性
(社会参加の指標)が高い人は、障害発生に関連
する危険要因が低い。 

農村地域の調査：社会活動性(家族や知人との交
流など)が乏しい人は、3年後に手段的自立の度
合いが低下し易いことが判った。 

知的能動性(探求、創作、余暇活動などの活動能
力)が乏しい+と：手段的自立を障害させ易いこ
とが判った 。 

第十条 
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 社会参加が活発である 2 
高齢期における健康の維持・増進のために：体
に対する取り組みはもちろんのこと、知的な活
動や社会参加に対する取り組みも大切です。 

地域在住の高齢者の8割以上は元気な人々で
す：元気な高齢者が、地域でいつまでも自立し
た生活を営むことが出来るようにする為には、
一人一人が、知的で活発な生活が送れるよう社
会参加に関する情報を日ごろから収集しておく
ことが大切です。 

社会参加や地域の活動とはあまり緑がなかった
人：手始めに、西北野老人クラブや町内会など
の活動情報を集めてみては如何でしょうか。関
心のある活動が見つかった場合には、積極的に
参加してみましょう。  


