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はじめに

Jeukendrup博士による総説の内容に

長時間運動中に糖質を摂取すること

食事によって摂取した栄養素は、胃

も触れつつ、消化・吸収系機能とパ

で、パフォーマンスが向上することが

および膵臓などから分泌される消化酵

フォーマンスとの関係について最近の

広く認められている
（1）
。このとき摂

素によって消化される。さらに、小腸

知見をいくつか紹介させていただく。

取する糖質としては、グルコース（ブ
ドウ糖）とフルクトース
（果糖）を 2：

に発現している輸送体を介して体内へ
吸収され、各臓器へと届けられる。し

長時間運動中における糖質飲料の

1 の割合で混合したものを摂取するこ

たがって、食事が生体に及ぼす効果

摂取と消化・吸収系機能

とが最も効果的であるといわれている

は、このような消化・吸収系の能力に

長時間運動中には、体内に貯蔵され

（6）
。なぜ、複数の種類の糖質を混ぜ

よる影響を強く受けることになる。ス

ている糖質の減少・枯渇を予防し、さ

たもののほうが効果的なのであろう

ポーツ選手においても、疲労の回復を

らに糖質の酸化量を維持することを目

か？

促したり、トレーニング効果を高めた

的として、スポーツドリンクなどの形

りするためには、適切な食事・栄養補

で糖質を摂取することが多い。実際、

小腸での糖の吸収は糖輸送体を介
して行なわれるが
（図 1）
、その際、グ

給を行なうことがきわめて重要とな
るが、その効果も消化・吸収系機能
の良し悪しによって大きく左右され
ると考えられる。しかしながら、内
臓・消化器系は直接目に触れることが
なく、その変化を感じとることも難し
いため、スポーツ科学の分野において
これまでほとんど注目されることが
なかった。そのような中で、2017 年
にスポーツ栄養学の世界的な権威で
あ るJeukendrup博 士 に よ り
“Training
the Guts for Athletes”と い う 総 説 論
文が発表され（7）、消化・吸収系機能
とパフォーマンスとの関係が注目され
るようになってきている。本稿では、
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小腸における糖の吸収経路
（文献 7 の図を一部改変）

ルコースはSGLT 1、フルクトースは

までは、胃排出速度が遅延することが

その糖質の溶液中の濃度は 8％以下に

GLUT 5 というそれぞれ異なる輸送体

ないため、溶液中の糖質濃度に比例し

したものが効果的であるといわれてき

によって生体内へと吸収される。グル

て糖質の供給速度が増加する
（11）
。し

た。しかしながら、最近のマラソン界

コースだけを大量に摂取した場合に

かしながら、糖質の濃度がさらに濃く

では、ある素材を活用することで、よ

は、糖の吸収がSGLT 1 のみによって

なると、十二指腸に存在するといわれ

り糖質濃度の高いスポーツドリンクを

行なわれることになり、吸収が追いつ

ている受容体が糖を感知し、それに

摂取しても胃排出速度が低下すること

かず、小腸内にグルコースが滞留して

よって胃の活動が抑えられ、胃排出速

なく、パフォーマンスも向上するとい

しまう。その結果、下痢や腹痛が生じ

度が低下する
（9）
。その結果、糖の供

う可能性が示されている
（14）。その素

るリスクが高まる。そこで、その一部

給速度もそれ以上増加しなくなる（こ

材とは、アルギン酸と呼ばれる海藻か

をフルクトースに換えて、もうひとつ

のような状況では、小腸における水分

ら抽出される成分である。アルギン酸

の輸送体であるGLUT 5 も活用するこ

の吸収も低下してしまうため、暑熱環

は、酸性の条件下では、ハイドロゲル

とで、小腸での糖の吸収が滞ることな

境下においては好ましくない状況と

を形成し、その内部に物資を保持でき

く、速やかに吸収されるようになる
（6,

なる）
。このようなことから、溶液中

るようになる。逆に、pHが上昇する

7）。その結果、骨格筋にも十分な量の

の糖質濃度は 8％以下にすべきである

とアルギン酸ハイドロゲルは崩れ始

糖質が供給され、その酸化率が高く維

と考えられている
（16）
。糖質濃度が 6

め、中に保持していた物質を放出する

持されることになる。

～ 8％のスポーツドリンクを摂取する

ようになる。このような性質を利用し

グルコースとフルクトースの摂取

ことで、長時間運動時のパフォーマン

たアルギン酸と糖質からなるスポーツ

量に関しては、グルコース：フルク

ス
（運動持続時間ではなく、より実際

ドリンクが現在開発されており、その

トース＝1.2 g：0.6 g/分というものが

のレースに近いモデルであるタイムト

詳しい仕組みは以下の通りとなってい

効果的であることが、これまでの研究

ライアルなどで評価したもの）が向上

る：①高濃度の糖質とアルギン酸の混

によって明らかになっている
（6）
。ま

することが多くの研究で認められてお

合物を摂取した場合、それが胃酸で強

た、グルコースとフルクトースがそ

り
（メタ解析によって確認されており）

酸性になっている胃の中に到達する

れぞれ 1 個ずつ結合したスクロース

（13）
、スポーツドリンクを設計する上

と、アルギン酸ハイドロゲルを形成し、

（ショ糖）を活用しても
（グルコース：

でのひとつの基本的な考え方となって

その内部に糖質を内包するようにな

いる。

る。②ハイドロゲルに内包された多量

ス ク ロ ー ス ＝0.6 g：1.2 g/分 ）
、同様
の効果が得られることが報告されてい

以上のように、これまでに行なわれ

の糖質は、十二指腸に存在する糖の受

る
（17）。 い ず れ の 摂 取 方法において

た研究によって、グルコースとフルク

容体で感知されることなく（胃排出速

も、フルクトースの摂取比率が少ない

トースを 2：1 の割合で混合し（合計の

度を遅延させることなく）、小腸へと

の は、 小 腸 で のGLUT 5 の 発 現 量 が、

糖質摂取量としては、1.8 g/分程度）
、

送り込まれることになる。③小腸に達

SGLT 1 に比べて少ないためである
（フ
ルクトースの多量摂取は、下痢、嘔吐、
腹痛などを生じさせるため注意が必要
である）
。
糖質を飲料の状態で摂取する場合
に は、 そ の 飲 料 中 の 糖 質 濃 度 を 8 ％
（ 8 g/100 ml）以下にする必要があると
いわれている。図 2 は、溶液中に含ま
れる糖質の濃度と胃から小腸への排出
速度（胃排出速度）
、およびこの 2 つの
数値を掛け合わせることで算出される
糖質の供給速度の関係を表したもので
ある。溶液中の糖質濃度が 8％になる

図 2 摂取する溶液中の糖質濃度と溶液の胃排出速度
および糖質の供給速度との関係
（文献 11 より作図）
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したアルギン酸ハイドロゲルは、pH

中で紹介されている
「消化・吸収系機

で、小腸での糖輸送体の発現量が増加

が上昇することで崩れ、内包されてい

能の鍛え方」を示した。具体的な手法

し、それによって糖の吸収能力、さら

た多量の糖質が放出され、小腸で吸収

として示されているのは、
「多量の飲

には胃排出速度も高まることが示さ

されるようになる
（14）
。

料や糖質を摂取しながらトレーニング

れている
（7）
。反対に、糖質量の少な

このアルギン酸配合のスポーツドリ

を行なうこと」や、「食後すぐにトレー

い食事（低糖質食）を摂取した場合に

ンクに関しては、実際に選手を対象と

ニングを行なう」といった方法、つま

は、逆の適応が生じる。図 4 は、滋賀

したランダム化比較試験などがまだほ

り、腹痛が生じやすいような状況をあ

県立大学の東田一彦先生の研究グルー

とんど行なわれていない。したがって、

えて作り出してトレーニングを行なう

プと行なった共同研究の結果の一部で

本当に胃排出速度が遅延しないのか、

というものである。また、この総説で

あるが、低糖質食を摂取したマウスの

また、パフォーマンスが向上するのか、

は、消化・吸収系機能を高める手法と

小腸における糖輸送体の発現量を示し

といった科学的な検証が十分に行なわ

して、食事の組成を変えるといったも

ている（ヒトを対象として胃や小腸の

れていないのが現状である。しかしな

のも紹介されている。例えば、糖質量

サンプルを得ることは難しいので、こ

がら、ここ数年間に行なわれたマラソ

の多い食事
（高糖質食）を摂取すること

のような研究では実験動物を対象とし

ンの主要な国際大会における優勝者
は、ほぼ全員このアルギン酸配合のス
ポーツドリンクを摂取していたといわ
れている（14）。今後、詳細な検証が行
なわれる必要があるものの、消化・吸
収系器官の仕組みを上手に活用するこ
とでパフォーマンスを向上させる手法
のひとつとして現在注目されている。

食事組成の違いが吸収系機能と
パフォーマンスに及ぼす影響
上記のように、糖質の消化・吸収系
器官の仕組みを活用し、生体内、特に
骨格筋へより多くの糖質を供給できる
ようになることが、持久的な競技にお

図3

アスリートにおける消化・吸収系機能の鍛え方
（文献 7 の図を一部改変）

けるパフォーマンスを向上させる上で
重要となる。また、マラソンやトライ
アスロンなどの長時間運動時において
は、糖質をはじめとするエネルギーの
補給を行なった場合に、下痢や腹痛な
どの症状が出てしまい、エネルギー
不足というよりもそのような消化器
系のトラブルが原因でパフォーマン
スが低下してしまう選手も少なくな
い。したがって、腹痛や下痢といった
症状が出ないように、消化・吸収系機
能を普段のトレーニングの段階から
鍛えておくことが重要となる。図 3 に
は、Jeukendrup博士による総説
（7）の
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2 週間の低糖質食が小腸における糖輸送体発現量に及ぼす影響
（文献 4 より作図）

て行なうことが多い）
（4）
。この研究

筋の糖輸送体発現量が低下したり、イ

消化・吸収系の機能が大きく変わり、

により、低糖質食（糖質のエネルギー

ンスリン抵抗性が発症したりすること

それに伴いパフォーマンスも変わる可

比：10 ％）を 2 週間にわたって摂取し

はほとんどない。したがって、このよ

能性が示されている。では、運動を単

たマウスでは、通常食
（糖質のエネル

うな筋グリコーゲン回復率の低下は、

回もしくは継続的に行なった場合には

ギー比：60％）を摂取したマウスに比

消化・吸収系機能の変化に起因してい

消化・吸収系機能にはどのような変化

べて、SGLT 1 の発現量が顕著に低い

る可能性、すなわち低糖質・高脂肪食

が生じるのであろうか？

値を示し、それに伴い糖の吸収能力も

の摂取によって小腸での糖の吸収能力

まず、最近我々が行なった研究の結

低下することが明らかとなった
（小腸

が低下し、グリコーゲン回復のための

果 を 紹 介 し た い（8）。 こ の 研 究 で は、

粘膜上皮細胞の基底膜側に存在し、血

十分な量の糖質が骨格筋へと供給され

実験動物（ラット）に対して、一過性

管への放出の際に働く糖輸送体である

なかった可能性が高いと考えられる。

の長時間水泳運動を行なわせた場合

GLUT 2
［ 図 1 参照］には、変化は認め

レース前のグリコーゲンローディン

に、膵臓の消化酵素ならびに小腸にお

られなかった）
（4）。このような適応

グ法として、初期のころの手法では、

ける糖輸送体がどのような影響を受け

は、パフォーマンスに対して悪影響を

グリコーゲン枯渇運動を行なった後、

るのか検討している。運動群として

及ぼす可能性がある。近年、糖質をほ

3 日間ほど無糖質の食事を摂取してか

は、水泳運動を 1 時間もしくは 6 時間

とんど含まない超低糖質・高脂肪の食

ら、高糖質の食事を数日間摂取すると

（1 時間の休憩を間に挟んで 3 時間の運

事、いわゆるケトン食と呼ばれる食事

いう食事法が推奨されていた（古典的

動を 2 セット）行なう 2 群を設けた。両

を摂取するアスリートがみられるよう

グリコーゲンローディング法）
（2）。こ

群とも運動強度としては低～中強度

になっている。そのようなケトン食を

の手法を用いた場合、下痢などの症状

の運動であり、6 時間運動群は、午前

長期間摂取したワールドクラスのトラ

を訴えるものが多かったといわれてい

と午後に練習を行なうような状況を

イアスロン選手が、体内の糖質量を高

るが、このような症状も、無糖質食を

想定したものとなっている。1 時間の

めておこうと、レース前およびレース

数日間摂取することで小腸における糖

一過性の水泳運動を実施しても、膵

中に多量の糖質を摂取した場合、腹痛

輸送体が減少してしまったことに起因

臓のアミラーゼ活性（糖質の分解を担

が生じ、パフォーマンスが大きく低下

しているものと考えられる。

う消化酵素）や糖輸送体SGLT 1 および

してしまったという症例が報告されて

GLUT 2 の発現量には、明らかな変化

いる（12）
。このような腹痛が生じたの

一過性の運動および長期的な

は認められなかった。一方、6 時間と

は、糖質がほとんど含まれない食事を

トレーニングが消化・吸収系機能に

いう一過性の超長時間運動を行なった

摂取することで、小腸の糖輸送体が減

及ぼす影響

場合には、糖輸送体には影響が認めら

少し、その吸収能力が低下してしまっ

上記のように、食事の組成によって

れなかったものの、その運動直後にお

たことが原因であると考えられる。
また、食事の組成を変えることに対
するこのような小腸の適応は、わずか
数日間でも生じるといわれている
（7）
。
図 5 には、普通食もしくは高脂肪
（低
糖質）食を 3 日間摂取したマウスにお
ける運動後の筋グリコーゲンの回復過
程を示している（15）。低糖質・高脂肪
食を 3 日間摂取すると、運動開始前の
筋グリコーゲン濃度も低値を示すが、
運動後に全く同じ量の糖質を摂取して
も、筋グリコーゲンの回復率が顕著に
低くなることが報告されている。3 日
間程度の低糖質・高脂肪食では、骨格

図5

3 日間の低糖質・高脂肪食摂取が運動後の筋グリ
コーゲン回復に及ぼす影響
（文献 15 より作図）
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いて、膵臓のアミラーゼ活性が大きく

このような運動に伴う食欲低下には、

して行なった場合でも、同様の適応が

減少すること、さらには、運動終了後

食欲調節にかかわる消化管ホルモンが

生じるかどうかはまだ不明であり、今

から 24 時間の回復期間後においても、

関係しているのではないかという説が

後の研究が期待される部分である。

まだ完全に元どおりに戻らないことが

示されている
（3）
。我々が今回得た研

明らかとなった（図 6）
。膵臓の消化酵

究結果については、今後さらなる検証

素量を反映するとされている膵臓全体

が必要であるのは言うまでもないが、

のタンパク質量および膵臓全体の重量

激運動後の食欲減衰に関する新たな知

機能とパフォーマンスとの関係につい

も、6 時間の水泳運動直後および 24 時

見として興味深いものであると思われ

て解説させていただいた。今回触れる

間の回復後において同様に低い値を示

る。

ことができなかったが、たんぱく質の

すという結果であった。この 24 時間

上記のように、一過性運動の場合、

まとめ
本稿では、主に糖質の消化・吸収系

消化・吸収系機能についても、興味深

の回復期間中には、実験動物は自由に

運動時間によっては消化機能に影響

い知見が最近報告されている。例えば、

餌を摂取できていた。興味深いことに、

が生じる可能性が示されているが、運

筋たんぱく質合成を高める作用のある

アミラーゼ活性の低下や膵臓の萎縮が

動を継続的に行なった場合、すなわ

ロイシンを、サプリメントとして単体

認められた 6 時間の水泳を行なった群

ちトレーニングを行なった場合にどの

で摂取した場合と、同量のロイシンを

では、運動終了から 1 時間の間の摂食

ような適応が生じるのであろうか？

食事（混合食）で摂取した場合では、消

量は他の群に比べて有意に多いもので

動物実験の結果ではあるが、1 日当た

化・吸収動態、さらには血中のロイシ

あったが、24 時間全体での摂食量は

り 1 時間の走行運動を週 5 回、6 週間に

ン濃度の上昇の仕方が大きく異なるこ

むしろ少なくなるという結果が得られ

わたって実施することで、膵臓のアミ

とが報告されている（筋たんぱく質の

ている。つまり、長時間運動時に消費

ラーゼ活性が増加し、膵臓重量および

合成に差がみられるかどうかはまだ明

したエネルギー量を補おうと、運動終

タンパク質量も増加することが報告さ

らかではない）
（18）
。同様に、プロテ

了後には食事
（餌）を多く摂取しようと

れている
（10）
。したがって、このよう

インサプリメントの摂取後の姿勢（仰

するものの、アミラーゼをはじめとす

な生体への負担が大きくないトレーニ

臥位 vs. 座位）によっても、その消化・

る膵臓の消化酵素が減少してしまった

ングを行なった場合には、消化機能が

吸収の速度、さらには血中アミノ酸濃

ために、消化・吸収が進まず、その途

高まるといえそうである
（先述したよう

度の動態が異なる可能性も示されてい

中で食べられなくなってしまったとい

に、1 時間の一過性の運動では膵臓に

る
（5）
。以上のように、消化・吸収系

う可能性が考えられる。長時間運動や

対するネガティブな影響は生じない）
。

機能はパフォーマンスやトレーニング

激しい一過性の運動を行なった後に

一方、アスリートが行なうような過酷

の適応に大きな影響を及ぼす可能性が

は、食欲が低下し、十分なエネルギー・

なトレーニング、すなわち先に示した

示されているが、まだ解明されていな

栄養補給ができないということが経験

ような膵臓が大きく萎縮するような超

い部分が多く残されている分野でもあ

上よく知られている。最近の研究では、

長時間の運動を長期間にわたって継続

る。消化・吸収系機能に関する研究が
難しい理由のひとつとして、ヒトに対
して侵襲的な手法を用いることが難し
い
（胃、膵臓、小腸のサンプルを採取
することができない）ことが挙げられ
る。運動・トレーニングや食事が消化・
吸収系機能にどのような適応を生じさ
せるのか、さらにはそれがパフォーマ
ンスに対してどのような影響を及ぼす
のかということについての研究が、ヒ
トおよび動物実験
（メカニズム研究）の
両面から今後ますます進展していくこ

図6
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とが期待される。◆
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