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人は誰しも が加齢 と共 に動脈 硬化 が進行す る為、そ れが原 因

とな って脳梗塞な ど の成 人病 に罹患 す る人が増 加し て いきま

す。そ れゆえ動脈 硬化を進行さ せな い為、血糖 や コレ ステ ロー

ルが高 くな らな い様な食 生活 や運 動 が大 切だ と いう のがも は

や 一般常識 とな っております。

即ち 「人は血管 ととも に老 いる」と いう のが従来 の医学 会 の

定説で あり、一度 動脈 硬化 が進行す れば戻らな いとさ れてきま

した が、最近はそうで はな く、有酸素運 動を続け る事 によ って

血管 は若返ると いう報告 がなさ れる様 にな ってきました。

あ る大学 のスポ ー ツ医学 の実 験 によりま す と 一般学 生 に 一

日 一時間 の自 転車 こぎを 二ヶ月続 けさ せた所運 動開 始前 より

も動脈 が柔ら かくなり、中高年者 に対し て の研究でも同様 の結

果が出た と の事。更 には運 動を 止めると 一ヶ月後 には元 の硬さ

に戻 った と の事で あります。

どうし て有酸素運 動 により 血管 が柔ら かく

な る のかと いう事です が、 そ のメカ ニズ ムは次

の様 に考えら れております。運 動をす ると血管 の内側 にある内

皮 細胞 が血流で こすら れ、そ の刺激で 血管 を柔ら かくす る 一酸

化窒素など の物質 が放出さ れる為 だとさ れております。

一口に有酸素運 動と い ってもジ ョギ ング、ウォーキ ング、水

泳、自転車、エアロビク スなど色 々あります が、そ れぞ れ の人

に合 った強度 の運 動を行う のが良 いでし ょう。時間 とし ては 一

日三十分 から 一時間 が目安です が、最初 は十分 や十五分くら い

から開 始し ても良 く、要は途中で 止めず長く続け る事 が血管 を

柔ら かく保 つのに重要なポ イ ントです。

さ て新緑 の季節 がや ってきました。皆 を 悩ま せて いた杉 ヒノ

キ花粉 の飛 散も おさまり ウォーキ ング には最適 の時 期です。

章

緑 地公園な どで 樹々 の緑を肌 に感じ き れ いな 空気 を 吸 ってウ
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ォーキ ングす る のがとても体 に良 いでし ょう。

院長

今年もツバメが戻ってきてくれました。そしていつも思

今日は経験に基づいて（ちょっと恥ずかしいですが）睡眠時の無呼吸に

うこと。「同じツバメが戻ってきたのかなぁ？」ツバメに

ついてお話させていただきたいと思います。いつも大地を這うような
ついてお話させていただきたいと思います。いつも大地を這うようなイ

足環を装着した調査の結果ツバメは生きてる限り翌
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なることが多いそうです。ある調査の結果２６組の夫

た。本人は医者なので分かっていたのですが心配をかけるので話さなか
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